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要約
消防士は、職務遂行能力を向上
させて傷害リスクを低下させるた

体力を向上させる戦略のひとつとし

（d）消防士のパフォーマンス評価、
（e）

て、定期的な運動プログラムへの参加

機能的トレーニングのプログラムデザ

が挙げられる。

インについて取り上げる。

National Fire Protection

めに、最高レベルの体力を要求さ

Association：NFPA（ 全 米 防 火 協 会 ）

れる厳しい職業である。体力は総

ニーズ分析の実施

（18）
は、消防士の健康にかかわる体力

適切で有効なＳ＆Ｃプログラムを開

向上プログラムには次の 5 つの要素が

発するには、ニーズ分析が欠かせない。

含まれるべきだとしている。すなわち、

ニーズ分析は、目標設定、評価、調査

1）資格を有する健康および体力向上

の各段階から構成される過程である。

コーディネーター、2）局員全員の定

このような手法をとることによって、

期的な体力評価、3）局員全員が参加

消防局内の欠点がみつかり、トレーニ

できるトレーニングプログラム、4）

ングの優先順位が明らかになり、プロ

局員全員を対象とする健康増進につい

グラム実施のための行動計画を作成す

ての教育とカウンセリング、5）健康

ることが可能になる。ニーズ分析のど

にかかわる体力向上プログラムのデー

の段階も重要であるが、なかでも生理

タ収集と保存である。本稿はこのガイ

学的分析、バイオメカニクス的分析、

ドラインに基づいて、消防分野のスト

傷害分析が特に重要であると考えられ

レングス＆コンディショニング（以下

る。なぜなら、これらの評価は体力向

S＆C）専門職に、消防士に適した体力

上プログラムの作成に直結するからで

消防士は最高レベルの体力が要求さ

向上プログラムの開発および実施に関

ある。生理学的分析は、火災現場にお

れる厳しい職業である。体力不足は消

する情報と行動計画を提供することを

いて任務を遂行する際にどの代謝系が

防士の職務遂行能力を低下させ、傷害

目標とする。特に本稿では、（a）ニー

利用されるかを判断するために行な

リスクを増大させる。職務の厳しさを

ズ分析の実施、（b）消防局内における

う。消防士はすべてのエネルギー機構

考慮すると、体力を向上させ、適切な

体力向上プログラムへの支援の取り付

を利用する特殊な職業である（表 1）。

体力を維持することが不可欠である。

け、
（c）関連する法的問題への対処、

消防士の仕事は、単一の任務において

合的な体力向上プログラムの実施
によって向上させることが可能で
ある。本稿では、消防士のための
体力向上プログラムを開発する助
けとして、ニーズ分析の実施、消
防局内における体力向上プログラ
ムへの支援の取り付け、関連する
法 的 問 題 へ の 対 処、 消 防 士 の パ
フォーマンス評価、機能的トレー
ニングのプログラムデザインを取
り上げる。
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ひとつのエネルギー機構だけを利用す
ることはない。しかし通常行なわれる
相対強度と継続時間に基づいて、消防
士の任務を分類することは可能であ
る。例えばホース引きなどの高強度短

表1

主に利用されるエネルギー機構によって分類した火災現場での典型的な任務の
生理学的評価

エネルギー機構
ATP－CP系

平面、筋や関節、筋収縮のタイプを見
極めるために行なう
（表 2）
。これらの

相対的継続時間

高い

短い

中

中

低い

長い

ホースを吊り上げる

用する。次にバイオメカニクス的分析
て、各任務実施の際に利用される動作

ホースを引く

相対的強度

梯子をかける

時間の任務は、主にATP－CP系を利
は、火災現場で行なわれる任務に関し

任務

強制進入する
解糖系

物を運ぶ
被災者を引っ張る

有酸素性

物を運ぶ
這う／被災者を捜索する

要素を見極めることはエクササイズ選

ホースを操作する

択の助けとなる。最後に傷害分析は、

財産を救出する

多くみられる傷害のタイプとそのメカ

調査する

ニズムを把握するために実施する。消
防士に最も多い急性傷害は軟部組織の
捻挫と骨格筋の挫傷である
（11）
。どち
らも消防士では下背部、肩、膝で発生

事、運動、禁煙など）が欠かせないが、

上級職員の称号は局によって異な

することが多い（9）。消防士の場合、

その予防／治療は本稿では扱わない。

るものの、組織構造内の序列は通常、

人間工学的観点からみた傷害の最も一

しかしこれらの因子について知ること

次 の と お り で あ る。assistant chief

般的な原因は、力任せの作業と負担の

は、有害で損失の大きい傷害を予防す

（ 副 局 長 ）、division chief（ 消 防 監 ）
、

かかる姿勢での職務遂行である
（9）
。

るトレーニング戦略開発の助けとな

battalion chief（消防司令長）
、captain

また、American Council on Exercise

る。また、トレーニング目標達成の可

（ 消 防 司 令 ）、lieutenant（ 消 防 司 令

（米国運動協議会）
では、解剖学的傷害

能性を最大化させるとともに、プログ

補）、senior firefighter（上級消防士）
、

は、影響を受ける筋の弱さ、主働筋と

ラムの成功を促進または抑制する重要

firefighter（ 消 防 士 ）、probationary

拮抗筋の筋力不均衡、柔軟性の低さか

な情報を見逃すリスクを低下させる。

firefighter（新人消防士）
（ 訳注：日本

ら生じるとみなしている
（9）
。急性傷

とアメリカは階級制度が異なるため

害を防ぐためには、消防士が適切な挙

体力向上プログラムへの

訳語はあくまで参考）。多くの局では

上メカニズム
（上昇動作中は床に対し

支援の取り付け

division chiefが消防士のトレーニング

て体幹の角度を一定に保ち、背部を丸

消防局内で体力向上プログラムへの

の責任を負っており、局内の体力向上

めず、負荷を身体から大きく離さない

支援を取りつけるためにまず重要なこ

プログラムの採用と継続のカギを握っ

ようにするなど（4）
）を利用すること、

とは、消防局の組織構造を理解するこ

ている。ほかに重要な役割を果たすの

重い物体を挙上する際は補助を得るこ

とである。消防局は、消防局長がリー

は、消防士の集団を率いて日々の活

と、リスクの高い状況を見極めて避け

ダーとして諸方針を打ち出し、それを

動の責任を負うbattalion chiefである。

ること、定期的に機能的レジスタンス

下部へ伝えていく上意下達型の組織で

最後にcaptainとlieutenantが個々の消

トレーニングと柔軟性エクササイズを

ある。体力向上プログラムの実施を局

防署内のリーダーとして、消防士にプ

行なうことがきわめて重要である
（9）
。

として可能にする局内方針を確立する

ログラムへの参加を促し、局内方針の

また、消防士には心臓血管系疾患など

ためには、局長の支持を得ることが必

実現を図り、体力育成に励む姿勢を育

の慢性障害も多く、総合的体力向上プ

須である。次に、割り当てられた課題

む。

ログラムにおいて対処する必要がある

の監督者として上級職員がいる。彼ら

（10）。心臓血管系疾患のリスクを低下

は局の方針が確実に実施されるように

個々の消防士との間に感情的なつなが

消防士を指導する。

りを育み、彼らの尊敬を得ることが重

させるには、
ライフスタイルの修正
（食

消 防 分 野 のS＆C専 門 職 と し て は、
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表2
任務

火災現場での典型的な任務のバイオメカニクス的分析
動作平面

単関節か多関節か

筋群

コアの筋力は必要か

ホースを引き上げる
（写真 1）

矢状面

多関節

肩（Ｓ）
背部（Ｓ）
脚（Ｄ）

○

梯子をかける
（写真 2）

矢状面

多関節

肩（Ｄ）
脚（Ｄ）

○

用具を運ぶ
（写真 3）

矢状面

多関節

腕（Ｓ）
脚（Ｄ）

○

被災者を引っ張る
（写真 4）

矢状面

多関節

肩（Ｓ）
背部（Ｓ）
腕（Ｓ）
脚（Ｄ）

○

ホースを持って階段を上がる
（写真 5）

矢状面

多関節

肩（Ｓ）
背部（Ｄ,Ｓ）
腕（Ｓ）
脚（Ｄ）

○

ホースを吊り上げる
（写真 6）

矢状面／前額面

多関節

肩（Ｄ）
下背部（Ｄ,Ｓ）

○

捜索する
（写真 7）

矢状面／前額面

多関節

肩（Ｄ）
脚（Ｄ）

○

天井を破る、羽目板を引く
（写真 8）

矢状面／前額面

多関節

肩（Ｄ）
背部（Ｄ）
胸（Ｄ）
脚（Ｄ,Ｓ）

○

強制進入する
（写真 9）

水平面

多関節

肩（Ｄ）
脚（Ｄ）

○

膝をついてホースを引く
（写真 10）

水平面

多関節

肩（Ｄ）
背部（Ｄ）
腕（Ｄ）
脚（Ｓ）

○

Ｄ＝動的筋収縮、Ｓ＝静的筋収縮

写真 1
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写真 2

梯子をかける

CEU Quiz 関連記事

写真 3

用具を運ぶ

写真 4

被災者を引っ張る
写真 5

写真 7

写真 6

ホースの束を持って階段を上がる

被災者を捜索する

ホースを吊り上げる

写真 8 鳶口で天井を破る、羽目板
を引く

写真 9 ハンマーで打ち破って
強制進入する
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できるようなポイントシステムの導入

（26）が主張したように、「雇用、昇進、

を考えるとよい。ギフトカードや休暇

その他の雇用決定において、ある性

やTシャツなどの参加者のやる気を促

別、人種、民族の所属者に不利益をも

す値打ちのあるものを褒美にするとよ

たらすほど選択率が大きく異なるとき

い。プログラムへの参加を促すもうひ

（p167）
」
、悪影響が生じるリスクが存

とつの効果的で低コストの戦略として

在する。体力向上プログラムの参加者

は、局内で体力コンテストを実施し、

は職務や規定に応じて選ばれるべきで

勝った署、グループ、消防士を勝者と

あり、そしてプログラムは局の運営機

して称えてトロフィーを与える方法も

能にとって効果的であり、利益のある

ある。

ものでなければならない。加えて、公
民 権 法 第 7 編（1964）と 第 1 編
（1991）
、

プログラム実施にかかわる

雇用における年齢差別禁止法（1967）、

法的および局内的問題

障害をもつアメリカ人法（1990）
などの

International Association of Fire

法案において概説されている法的規定

Fighters：IAFF（国際消防士協会）の

に従うものでなければならない。ま

Wellness and Fitness Initiative（健康

た、雇用基準、体力向上プログラム、

と体力向上への取り組み）
（7）による

体力テストの方針にかかわる法案や規

要である。これは体力向上プログラム

と、体力向上プログラムと毎年実施す

則は、国によって異なる可能性がある

開始時に、消防士と簡単な面談を行な

る体力テストの開発には、それを支持

ことに留意しなければならない。例え

うことによって達成することができ

する根拠が必要である。法的観点から

ばオーストラリア消防局の体力基準

る。面談を利用して健康歴を評価し、

いうと、参加非強制の体力向上プログ

は、連邦政府労働安全衛生法（2004）
や、

健康および体力目標について話し合

ラムの実施は上級管理職の協力と支持

ニューサウスウェールズ州差別禁止法

い、プログラムに関係する制限事項を

を必要としない。しかし、局としての

（1977）およびヴィクトリア州機会均等

聞き取り、それを克服する方法につい

プログラムの実施と成功を阻害しかね

法（1995）などの差別禁止規則に従って

て議論するとよい。また同僚や上司部

ない政治的分裂を避けるためには有効

いる。英国の労働安全衛生法（1974）
に

下間の密接な相互関係を考慮すると、

である。一方、参加強制の体力向上プ

は、消防救命局は局員の職務遂行に適

消防士と積極的なつながりを築くこと

ログラムの場合は、局長によるプログ

した体力維持を援助する義務を負うと

は体力向上プログラムの成功にとって

ラムの認可が必要であるが、金銭的

述べられている
（19,20,28）
。しかし雇

きわめて重要である。

サポートが得られる可能性がある。ま

用方針は、英国の複数の差別禁止法を

絆を結ぶこと、局内の体力向上の方

た強制的プログラムの実施には、弁護

ひとつにまとめた平等法（2010）
にも影

針を確立させること、体力向上プログ

士、組合代表、主題専門家（消防分野

響される。国家によってこのような差

ラムに参加する時間を調整すること

のS＆C専門職など）、医療関係者、消

異が存在することを考えると、国家あ

が、局全体の参加を促す重要な要素で

防関係者などの専門知識者の付加的関

るいは連邦レベル、州、地域、県レベ

ある。そして、プログラムへの参加を

与を必要とする。

ルの体力向上トレーニングやテストに

写真10

膝をついてホースを引く

促すには、様々な創造的奨励策を要す

強制的プログラムは身体能力に関

関与する法案や文書を、消防分野の

ることが多い。奨励策が人間の行動変

する諸基準だけでなく、IAFFの取り

S＆C専門職は参照することを勧める

化を促すことは諸研究によって示され

組み
（7）
、NFPA 1583基準（18）、政府

（特に方針作成の主題専門家を務める

ている（13,14,30）。プログラム参加者

法案Uniform Guidelines on Employee

が健康行動成果
（エクササイズへの参

Selection Procedures（雇用採用手続

体力レベルが不十分である
（体力テ

加が増えた、ファストフードを食べる

き統一ガイドライン）
（5,6）などの組織

ストのスコアが低い）からといって、

回数が減った、禁煙したなど）に基づ

文書に概説されている指示やガイドラ

処罰されることはないであろう。しか

いて、褒美を
「勝ち取る」
、つまり獲得

インに従うとよい。Sharkey ＆ Davis

し、労働組合や消防当局が、局内にお
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いてその悪影響が広まることを避け、

毎年健康診断を行なう。IAFF、IAFC

テストを実施すれば、将来比較を行な

消防士に重要性を認識させて
「積極的

（International Association of Fire

うための基準値が得られ、弱点を見極

な姿勢」を生む目的で、強制的プログ

Chiefs： 国 際 消 防 長 協 会 ）、NFPA、

められ、個人の体力および健康にかか

ラムの変数操作に口を出す可能性はあ

およびエクササイズ分野を統括する

わる目標を設定する助けとなる。しか

る
（7）
。また、プログラム構成の決定

ACSMやNSCAなどの諸団体は、運動

し体力テストは体力向上プログラムと

においても、例えば、その体力向上プ

プログラムへの参加やテストの実施前

同様に、消防の職務にかかわる体力分

ログラムはより大きな健康奨励策の一

に、医師による健康歴の確認と、必要

野に関連しており、消防士にとって妥

環であり、したがって総合的な体力向

に応じて医師の許可を得ることを必須

当な測定方法でなければならない。現

上プログラム、栄養学的カウンセリン

としている。したがって体力向上プロ

在のところ、消防士の体力に関する

グ、医療健康検査を含んでいるかとい

グラム実施前に、消防士全員が医師か

ガイドラインは、Candidate Physical

うことについて、労働組合や管理局の

ら参加の許可を得なければならない。

Ability Test：CPAT（志願者身体能

関与や協力を必要とする。弁護士や労

これはプログラム開発において無視で

力 テ ス ト ）な ど の 職 務 に か か わ る パ

働組合も、体力向上プログラムやテス

きない側面である。なぜなら身体労作

フォーマンスについての判断基準に

トに割り当てられる時間の調整
（継続

中に発生する消防士の心臓の事故は憂

従っている。CPATは入門者レベルの

時間、頻度、構成など）
、プログラム

慮すべき傾向を示しており、その原因

消防士（すなわち消防士志願者）
のため

実施によってトレーナーや用具にかか

が既存の心臓状態にあるとみなされて

のテストであり、50ポンド（約 22.7 kg）

る費用の負担に関して口を出す可能性

いるからである（17）。

のウェイトベストを着用して、ステア

既存症状の存在は体力向上プログ

がある。

クライム、ホースドラッグ、用具運搬、

トレーニング実施にかかわるこれら

ラムの設計にとって難儀な問題とな

梯子かけと梯子の延長、強制進入、捜

の留意事項は、体力向上プログラムや

る。しかし、その症状に関する知識を

索、レスキュー用マネキンのドラッグ

方針を局に導入する前や変更する前

もつ有資格のエクササイズ専門職に相

（引っ張る）、天井破りと羽目板引きか

に、ニーズ分析の段階で対処しておく

談すれば、この困難を無事に乗り越え

ら構成されている。合格タイムは 10

べきである。プログラムに懲罰を設け

て、プログラムを参加者にとって安全

分20秒に設定されている
（8）。しかし

るか、強制的なものにするか、奨励策

なものに修正することができるであろ

著作権によって、そのようなテストを

を設けるかの調整には、労働組合が決

う。したがって運動に悪影響を及ぼす

毎年パフォーマンス評価に利用するこ

定権をもつだろう。また労働組合は、

因子が発見された場合は、消防士は体

とは禁じられている。消防士用の体力

トレーニングへの不服従、傷害手当、

力向上プログラムを開始する前に、医

テストのもうひとつの例は、荒野の消

消防士がプログラムに適していないと

師と有資格のエクササイズ専門職の

防 士（wildland firefighters）用 のPack

判明した際のプログラムの見直しと

両者に相談するべきである。IAFFの

Testである。Pack Testは消防士に要

いった問題や、
（必要な場合）
体力基準

Wellness and Fitness Initiative（7）で

求される身体パフォーマンスを基準と

の調整にもあたる。体力テストのスコ

は、有資格のフィットネストレーナー

した数少ないテストのひとつであり、

アによる懲罰を設けない場合は、継続

と相談すること、あるいは組織内に相

荒野の消防士は毎年合格しなければな

率を向上させ、やる気を高めるために

談のできる有資格のフィットネスト

らない。このテストでは、45ポンド
（約

どのような奨励策を設けるとよいのだ

レーナーを抱えることが推奨されてい

20 kg）の荷物を背負って、45分で 3 マ

ろうか？

この場合、奨励策
（褒美や

る。エクササイズ専門職が含まれてい

イル
（約4.8 km）の山道を歩くことが要

ボーナスなど）
は全参加者
（すでに適切

る理由は、プログラムが安全に実施さ

求される（29）。

な体力レベルに達している消防士も含

れる可能性を高めるためである。

構成要素である。しかし各任務のパ

めて）にとって公平なものでなければ
ならない。したがって体力向上目標の

体力は消防士の機能的能力の重要な

体力評価の実施

フォーマンスに影響を及ぼす因子はそ

達成だけでなく、プログラムの順守や

体力テストはすべての体力向上プロ

れだけではない。体力が不十分な者で

漸進に対して与えるとよいであろう。

グラムにとって重要な構成要素であ

あっても、職務課題を含むパフォーマ

大多数の消防局では雇用時に加えて、

る。
定期的に（半年ごと、一年ごとなど）

ンステストに合格できるかもしれない
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一方で、十分な体力を有する者がスキ

レーナーの採用など）によって、組み

ト、パワー出力、バーティカルジャン

ルや経験不足のためにパフォーマンス

込むべきテストの選択が左右される。

プにおいて有意な向上を示した。し

テストに合格できない可能性もある。

体力基準の開発に関するガイドライン

かし 1RMベンチプレスとスクワット、

したがって毎年実施する体力テストに

については本稿では取り上げない。適

30 ％ 1RMスクワットのピークパワー

は、きちんとした裏付けを提示する必

切で妥当な体力テストの開発プロトコ

出力、60 ％ 1RMスクワットの平均お

要がある。

ルに関して詳しい情報を必要とする場

よびピークパワー出力、バーティカル

合は、公表されている諸研究を参照の

ジャンプ高、消防士の職務に特異的な

こと
（5,6,27）。

課題（Grinderテスト）のパフォーマン

体力テストは職務パフォーマンスだ
けではなく、健康状態を評価する手段

スにおいては、非線形トレーニング群

としても正当なものであるべきである
（7,21）
。毎年、消防士の殉職の約半数
が心臓の事故を原因としていることを

機能的トレーニングプログラムの

が伝統的な期分けトレーニング群より

作成

も有意に大きな向上を示した（22）
。以

考えると、健康の観点から体力テスト

消防士のパフォーマンスを向上させ

上の結果から、9 週間のトレーニング

を利用することの正当性はいうまで

るS＆Cプログラムを開発することは

期間では、期分けされた線形トレーニ

もない（10）。また、体力レベルの高

容易ではない。なぜなら消防士は、至

ングプログラムよりも、筋持久力、筋

さは傷害や疾患リスクの低さと相関関

適レベルのパワー、筋力、筋持久力、

肥大、筋力、パワーの同時トレーニン

係にあるため、体力レベルの向上は欠

無酸素性持久力、有酸素性持久力を必

グ（すなわち非線形トレーニング）
のほ

勤率を低下させ、生産性と作業能力を

要とする職務課題に日常的に従事して

うが、消防士に対して特異的な課題の

向上させる可能性がある
（25）
。そして

いるからである。これらすべてのパ

パフォーマンスを向上させるには効果

最後に、職務パフォーマンス評価のた

フォーマンス特性を最高の状態に保つ

的な可能性があるといえる。

めの体力テストの利用は労働組合の

ことはきわめて難しい。残念ながら、

精査を受けることが重要である。そ

消防士に最も適したトレーニングプロ

として、16週間の期分けされた線形

し てEqual Employment Opportunity

グラムに関する洞察を与えてくれる

トレーニングプログラムの前後で体力

Commission（雇用均等委員会）の法案

データは数少ない。

レベルの評価を行なった。このプログ

Robertsら（24）も新人消防士を対象

（5,6）に従って正しい手順が踏まれて

Petersonら（22）は消防士を対象とし

ラムではPetersonら（22）と類似したレ

いない場合は、法廷へ持ち込まれる可

て、非線形（波動型）トレーニングと伝

ジスタンストレーニング強度が利用さ

能性が高いことも心に留めておいてほ

統的な期分けトレーニングが及ぼす効

れている（70～90％ 1RM）。またこの

しい。

果を比較対照した。伝統的な期分けモ

研究では、プログラムを通して最大心

これまでの職務課題分析と数量調査

デルでは、9 週間にわたってトレーニ

拍数の 65～90％による心臓血管系運

によって、消防士の職務に関連する複

ング強度を体系的に増加させた。最初

動が利用された。研究の結果、最大酸

数の体力分野が判明している。有酸素

は筋持久力と筋肥大に焦点を置き（エ

素摂取量、筋持久力、柔軟性の有意な

性能力、筋力、筋持久力、アジリティ、

クササイズセッション 9 回）、次に基

向上が報告された（24）。また、握力向

柔軟性、コア統合性（持久力と安定）
、

礎的な機能的筋力（エクササイズセッ

上の傾向も認められた（p ＝0.06）。た

および身体組成である
（3,15,16,23）
。

ション 9 回）、そして最後に力の立ち

だ、 こ の 研 究 で は Petersonら
（22）の

そして、消防局内のニーズ分析を行

上がり速度とピークパワー出力（エク

研究と異なり、パワー出力が評価され

なえば、その局の消防士にとって重要

ササイズセッション 9 回）に焦点を置

ていない。これら 2 つの研究から、非

な体力分野を見極めることができる。

いた。対照的に非線形トレーニングプ

線形および期分けされた線形プログラ

NFPA 1583基準
（18）は、組織の消防

ログラムでは、強度、量、エクササ

ムが消防士の体力を向上させることが

士に関連する体力分野用のテストを紹

イズ選択を日々変動させて、筋持久

示唆されている。しかし現時点では研

介している。

力、筋肥大、筋力、パワー／スピード

究の数が限られているため、どのタイ

ニーズ分析中に判明した関連する体

の同時的向上を図った（22）。Peterson

プのトレーニングが消防士のパフォー

力分野と、体力テストの実施に関する

ら
（22）
によると、どちらのトレーニン

マンスを最大化し、傷害発生率を低

留意事項（用具の使用可能性、熟練ト

グ群も 1RMベンチプレスとスクワッ

下させるかを決定することは難しい。
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表3

消防士のための期分けされた線形、非線形、サーキットトレーニングプログラム例
線形トレーニングプログラム
ミクロサイクル１

ミクロサイクル２

ミクロサイクル３

トレーニング目標

筋肥大

筋力

パワー／スピード

頻度（日／週）

2～3

2～3

2～3

強度（％１RM）

67 ～ 85%

≧85%

75 ～ 85%

レップ数

6 ～ 12

≦6

3～5

セット数

2～3

2～3

2～3

30 ～ 90

120 ～ 240

120 ～ 300

マシンおよびフリーウェイト

マシンおよびフリーウェイト

フリーウェイトとプライオメトリックス

休息時間（秒）
様式

非線形（波動型）トレーニングプログラム
ミクロサイクル 1（ 8 つのワークアウト）
トレーニング目標

筋肥大

筋力

パワー／スピード

頻度（日／週）

ミクロサイクル中に 4 つのワークアウト

ミクロサイクル中に 2 つのワークアウト

ミクロサイクル中に 2 つのワークアウト

強度（％１RM）

67 ～ 75%

85%

自重（低～中強度）

レップ数

10 ～ 12

6

5

セット数

2

2

2

30 ～ 90

120 ～ 240

120 ～ 300

マシンおよびフリーウェイト

マシンおよびフリーウェイト

フリーウェイトとプライオメトリックス

休息時間（秒）
様式

サーキットトレーニングプログラム
ミクロサイクル１

ミクロサイクル２

ミクロサイクル３

トレーニング目標

持久力

筋肥大

筋力

頻度（日／週）

2～3

2～3

2～3

強度（％１RM）

65 ～ 67%

75 ～ 85%

85%

レップ数

12 ～ 15

6 ～ 10

6

セット数

2～3

2～3

2～3

休息時間（秒）

≦30

20 ～ 60

20 ～ 60

マシンおよびフリーウェイト

マシンおよびフリーウェイト

マシンおよびフリーウェイト

様式

％１RM＝1回最大挙上重量に対する割合

表 3に、消防士のための期分けされた

有酸素性トレーニングエクササイズを

士にとって有益であると考えられる

線形および非線形モデルの例を挙げ

組み合わせて交互に実施し、エクササ

（1,12）。また狭い場所でも複数の消防

る。

イズ間の回復時間を最小限に留めるも

士が同時にトレーニングすることが可

伝統的なレジスタンストレーニング

のである。消防士のためのメゾサイク

能であり、使用できる用具によってエ

手法の代替として、サーキットトレー

ル用の期分けされたサーキットトレー

クササイズを変更することもできる。

ニングも消防士のパフォーマンスを向

ニング例を表 3 に挙げる。サーキット

消防士のためのサーキットトレーニン

上させて利益をもたらす可能性があ

トレーニングは時間を効率よく活用し

グワークアウトをデザインする際に

る。サーキットトレーニングは、レジ

て、消防士が利用する複数のエネル

は、特異性の原理に従うことが重要で

スタンストレーニングエクササイズと

ギー機構に負荷を与えるため、消防

ある。すなわち、火災現場での課題を
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模倣している多関節のレジスタンスエ

の点を考慮する必要がある。しかしこ

クササイズと心臓血管系エクササイズ

れらの問題に一つひとつ対処していけ

を選択する。また可能なかぎり、実際

ば、消防士の健康、パフォーマンス、

に利用されるホースや梯子などの用具

安全を向上させられる長期的体力向上

を、空きをみて使用することも重要で

プログラムの確固とした基礎を築くこ

ある。例えばホースラインを伸ばす能

とができるだろう。

3/4

力を向上させるには、1 インチホー
謝辞

ス 2 本（給水中または非給水中）を接続
し、ホースの筒先を肩にかけて、指定

本稿の執筆にあたって、Kentucky

された距離を引く。課題の難度を上げ

州Richmond Fire Departmentと

るには、ホースの端にタイヤか荷重ス

Kentucky Fire Commissionの 助 力 に

レッドをくくりつけて、給水中のホー

感謝する。◆

スの負荷を模倣するとよい。表 4 に、
火災現場で行なわれる任務を模倣した
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表4

火災現場での任務に合わせた屋内外のレジスタンストレーニングエクササイズ

任務

屋内

屋外

歩きながらホースを引く
（写真 1）

デッドリフト
スクワット
ランジ
ステップアップ

荷重スレッドを前方、後方、側方へ引く

梯子をかける
（写真 2）

ランジwith DBショルダープレス
オーバーヘッドスクワット
ターキッシュゲットアップ

梯子をかける
スクワットwithオーバーヘッドメディスンボールスロー
ウォーキングDBランジwith DBショルダープレス

用具を運ぶ
（写真 3）

ランジwith DB
ステップアップwith DB
DBファーマーズキャリー

５ ガ ロ ン（ 約19L）バ ケ ツ（ 砂 か 水 を 入 れ る ）を 持 っ て
ファーマーズキャリー

被災者を引っ張る
（写真 4）

デッドリフト
スクワット

マネキンドラッグ
タイヤドラッグ

ホースを持って階段を上がる
（写真 5）

デッドリフト
スクワット
ランジwithバーベル

ウェイトベスト着用／ホースを持ってステアクライム
タイヤフリップ

ホースを吊り上げる
（写真 6）

片腕or両腕DBアップライトロウ
DBベントオーバーロウ

高所から負荷の吊り上げ

捜索する
（写真 7）

ウェイトベストを着用して這う

ウェイトベストを着用して這う

天井を破る、羽目板を引く
（写真 8）

ケーブルプルダウンwithストレートバー
アップライトDBレイズ
ラテラルプルダウン
プルアップ

プルアップ

強制進入する
（写真 9）

ケーブル／ RBウッドチョップ

タイヤにめがけてスレッジハンマースイング

膝をついてホースを引く
（写真 10）

片腕ニーリングケーブルロウ
片腕ベントオーバー DBロウ

膝をついて荷重スレッド／ホースを両手で引き寄せる

大口径ロープを利用したスタビリティエクササイ
ズ

大口径ロープを利用したスタビリティエクササイズ

ホースを操作する

DB＝ダンベル、RB＝レジスタンスバンド
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