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器具を使わずに
筋肉を徹底的に追い込む！

パートナーの手を借りて

自分の体重を負荷にして

椅子を使って
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　筋肉を鍛えるには、スポーツジムに通い、インストラクターやトレーナーのアド

バイスを受けながら、プログラムに沿ってトレーニングを行なうのが理想です。た

だし、そこには「時間とお金に余裕がある人なら」という条件が付きます。お金

はともかく、忙しいビジネスマンにとって週に2～3日、毎回2時間くらいの時

間を定期的につくるのは、なかなか難しいものです。ジムが近所にない方は、移

動時間を考えると、必要な時間が3時間を超えることもあるかもしれません。

　そういう方々に活用してほしいのが、自重筋力トレーニング（自重トレ）です。

“自重”、つまり自分の体重を負荷にして筋肉を鍛えるトレーニングです。この

段階で負荷に物足りなさを感じる方は、筋力トレーニングの経験者だと思います。

実際、ジムでのトレーニングと比較したときに最大のデメリットとなるのが負荷

の重量です。

　しかし、自重トレでも、工夫次第で負荷を大きくすることは可能です。例えば、

片手片脚で動作を行なうとか、椅子や柱を利用するとか、ペットボトルに水を入れ

て利用するとか……。さらに、本書で紹介する取り組み方を実践していただくと、

筋肉をしっかり使い込むことができます。要するに、器具を使わなくても、筋肉を

太く強くすることはできるのです。

　しかも、自重トレなら、平日でも休日でも空いた時間にできるし、自宅でトレー

ニングできるので移動する必要もありません。鍛えたいと思ったその日からすぐに

始められるのが、自重トレなのです。

　本書では筋トレ初心者から上級者まで使えるように、全身をくまなく鍛えるため

のトレーニング種目を強度別に数多く紹介しています。レベルに合わせて始めてみ

てください。きっと、その効果をすぐに体感できるはずです。

はじめに
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覚えておきたい各部の筋肉の名称

前 面

自重筋力トレーニングのターゲットになる筋肉をしっかり覚えましょう。
目的の筋肉を意識しながらトレーニングすれば、効果的に成果を得られます。

僧帽筋

腹斜筋

内転筋群

腹直筋

大胸筋 三角筋

頸部前面筋群

頸部側面筋群

上腕二頭筋

大腿四頭筋

脛前面筋群
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背 面

腸 腰 筋

脊柱起立筋

頸部後面筋群

上腕三頭筋

大腰筋

腸骨筋

広背筋

中殿筋

ハムストリング

腓腹筋

ヒラメ筋

大殿筋
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32 Bodyweight Exercise

初 中 上胸 初初初初初

プッシュアップ（椅子）

椅子を使って稼働域を広げる

02

1

2

PUSH-UP With chairs

Target

大胸筋

椅子を使うと、P.28のプッシュアッ

プより稼働域を広げることができ

る。そのときに気をつけたいのは、

P.28のプッシュアップのとき以上

に体を深く沈めること。そうする

と、より効果が高まる。

手幅を肩幅の約1.5 倍に取れる
位置に椅子を置いて手をつき、
体全体を一直線にキープする。

ひじを外側に折りたたむように
して体を深く沈ませた後、ひじ
を伸ばしながら1の姿勢に戻す。

point
胸の筋肉がしっかり伸
ばされていることを自
覚できるところまで、体
を深く下げる。

本書の見方

鍛えたいところがすぐに
探せるように部位別に分
類して紹介しています。

当該種目のトレーニング強度がすぐに
分かるように、初心者、中級者、上級
者の3段階で表示しています。複数マー
クしてあるものは、動作の違いや負荷
のかけ方で強度が変わる種目です。

①部位別に分類

③トレーニング強度

②種目名

④鍛えられる主な筋肉

⑤トレーニング
　内容の解説

⑥動作解説

⑦ POINT

この種目で鍛えられる主な筋肉を
イラストで紹介しています。場所
を確認してからトレーニングを始
めましょう。

トレーニング種目の
簡単な解説です。鍛
えられる筋肉の詳細
や動作のポイントなど
をまとめてあります。

解説文を読みながら
写真を見ると、体の
動かし方がよく分か
ります。自重トレで
はフォームが大切な
のでしっかり読み込
むようにしましょう。

トレーニング動作で最も気をつける
ことを場所を示しながら紹介してい
ます。適正に負荷をかけられるかど
うかのポイントでもあります。
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第１章

自重トレーニングの
効果を最大にするコツ
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筋肉が太くなるしくみ

　筋肉はトレーニングによる刺激を受けて

発達します。これは、筋肉がストレスを受け

ることで強くなる必要性を感じるからです。

筋力トレーニング（筋トレ）は、ある意味で筋

肉にストレスを与える作業ともいえます。

　ストレスが筋肉を太くするしくみは完全

に解明されているわけではありませんが、

筋肥大を促すストレスは大きく5つに分

類されます。

①筋肉による力発揮

　筋肉が強い力を発揮すること自体がス

トレスになります。

②筋線維の微細な損傷

　ミクロレベルの筋損傷は、筋肉を太くす

るストレスとしてよく知られています。

③代謝物の蓄積

　乳酸や一酸化窒素をはじめとした代謝

物の蓄積もストレスになります。

④低酸素状態

　筋肉内が酸素不足になると筋肉の発達

が促されると考えられています。これを利

用したのがスロートレーニングです。

⑤ホルモン分泌

　筋トレで筋肥大を促すホルモン分泌が

増えるとされています。

　筋トレで①～⑤を満たすと筋肉が太くな

りやすい状況となります。そのための適切

な条件は何か？

　それは、大きめの負荷を用いたトレー

ニングとされています。具体的には70～

80％ 1RM。RMとはレペティション・マ

キシマム（Repetition Maximum）の略で、

最大反復回数のことを表します。1回だ

け上げられる負荷は 1RM、8回上げら

れる負荷は 8RM。つまり、70 ～ 80％

1RMとは、1回だけ上げられる重さの7

～ 8割の重量となり、回数にすると8～

12回で限界となる負荷に相当します。

強い負荷が筋肉を太くする

　1回だけ上げられる負荷を上げるより、

その80％の負荷を何回か上げる方が大

きな効果が得られるのは、エネルギー消

費量の差といえます。例えば100kg の負

荷を1回上げると100× 1で100と考

えてみましょう。80％の負荷を2回上げ

ると80 × 2で 160 になります。80％

1RMを限界まで上げると約 8回上げら

れるので、約 6倍の差が生まれることに

なります。

　ここで、もっと軽い負荷で回数を多くし

器具なしトレーニングでも
大きな成果は得られる
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た方がいいのでは？ という疑問が生じ

るかもしれません。30％ 1RMを30回

上げる方が、計算上はたしかにエネル

ギー消費量は上回ります。しかし、それ

では残念ながら①～⑤の条件を満たせな

くなるうえに、時間ばかりかかって効率

が悪いのです。

　現在のセオリーでは、重めの負荷で限

界まで行なうのが基本。30回や50回も

反復できる軽い負荷は、適正な負荷より

も設定が軽すぎる証拠です。つまり、マシ

ンやバーベルなどの器具を使わないと効

率よい負荷で筋トレができません。

自重でも筋肉は太く強くできる

　ここまで述べると、筋肉を太くするには

「設備が充実しているスポーツジムに通

わなければならない」「自宅に器具をそ

ろえなければならない」という結論にな

りますが、本書で紹介する自分の体重を

負荷にした自重筋力トレーニング（自重

トレ）でも工夫次第で負荷を大きくする

ことは可能です。

　本書では、そのための工夫をたくさん

紹介しています。器具を使わずに、自重

トレでも①～⑤の条件を満たす方法を解

説しています。

　しかも最近の研究で、負荷が 30％

1RMという小さな負荷でも、疲労困
こんぱい

憊

まで追い込めば80%1RMのトレーニン

グに匹敵する効果が得られたと報告され

ました（Mitchell et al. 2012）。

　この研究では、30%1RMの負荷でレッ

グエクステンションをつぶれるまで（動作

ができなくなるまで）行ないます。次のセッ

トもつぶれるまで行ないます。それを計3

セット。結果は、80％ 1RMで3セット

行なったグループと同程度に太腿の筋肉

が大きくなりました。

　軽い負荷でも徹底的に追い込めば、

筋肉は太くなるということです。30％

1RMなら、自重トレでも十分可能な負

荷です。本書に記載した工夫によってそ

の負荷を少しでも大きくできれば、自重

だけでも確実にトレーニング効果を得ら

れることになります。

●工夫次第で負荷は高められる

両手動作を片手動作にするだけで負荷は高くなる。
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いつでもどこでもできる

　自重トレの最大のメリットは、なんと

いっても手軽に始められるところです。誰

に気兼ねすることなく、「筋肉を鍛えたい」

と思ったら、すぐに始められます。

　筋トレをするなら、理想の場所はスポー

ツジムでしょう。設備は充実していますし、

専属のトレーナーからアドバイスももらえ

ます。目標の体をリクエストすると、トレー

ニングプログラムを組んでもらうこともで

きます。

　しかし、忙しいビジネスマンには時間と

いうハードルがあります。平日は残業、休

日は家族サービスや友達付き合い、デー

ト……。ジムへ行く時間をなかなかつく

れない人は多いと思います。

　その点、器具もいらない、場所もとら

ない自重トレなら、自宅で空いた時間に

できます。自宅なら移動時間もありません。

しかも周囲の人に惑わされず、マイペース

でトレーニングできます。

　さらに、入会費や毎月の会費を支払わ

なくていいのもうれしいメリットです。好

きなことへの出費とはいえ、ジムの利用

料は若手のビジネスマンや学生にとって安

いものではありません。自重トレなら、そ

のような心配も無用です。

　自重トレとは、今からすぐに始められる

トレーニングなのです。

自重トレーニングの
３つのメリット

●時間と場所を選ばない自重トレーニング

自宅でできる自重トレーニング
なら、ジムでのトレーニングに
必要な移動時間がいらないので
効率的に時間を使える。また、
余計な出費も抑えられる。


