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登山におけるストックの有効性について床反力からの考察 
発表者 川又 諭  
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1．緒言 

登山は年齢や性別に関わらず、誰でもその能力

に応じて行うことができる活動である。特に現在

では中高年の間で人気が高まり盛んに行われ、総

務省によれば全国の登山人口は約 900 万人、40 歳

以上の登山人口は約 600～700 万人とされている。 
しかし、中高年登山者の増加に伴い疲労、膝の

痛みからくる｢転倒｣｢転落｣｢滑落｣といった事故の

増加といった問題点も指摘されている。１) その対

策のひとつとして、現在多くの登山者がストック

を使用している。ストックウォーキングではスト

ックをつくことによって通常のウォーキングに比

べ支持点が増えることから疲労軽減効果、安定性

の増加、安全性を確保することにも繋がるとされ

ているが、登山時におけるストックに関する研究

は少ない。中川ら２）はストック歩行では上肢筋群

の活動量が高まることから、全身運動として、効

率よく酸素摂取量が増加するとしている。酸素摂

取量以外にもストック歩行は上り坂での主観的な

疲労感が少なく、下肢筋群の負担を減らすとして

いるが、これもトレッドミルを使用した実験であ

り、登山とは一線を画すものである。 
そこで、本実験では登山を模した階段昇降中の

ストック使用が通常の階段昇降と比べ床反力にい

かなる影響を与えているかを調査し、あわせて速

度、階段の高さ、ストックの長さの関係について

実験的に規定した場合のストック歩行の有効性に

ついて検討すること目的とする。 
 

2．研究方法 

2-1 対象 

実験的に I 大学の学生 10 名（男性 5 名、女子 5 名）

を対象とした。 
2-2 測定方法 
a)空身 
 空身の状態で実験を行う際、メトロノームのテ

ンポはあくまで目安とし、自然に歩いてもらうよ

うにした。上り下りする際に床反力計の中心を踏

んでもらうことを注意し、昇降別に、階段の段差

20 ㎝と 30 ㎝に対して、テンポ 40/分、50/分、60/
分の計 12 回行った。 

b)ストック歩行 
 ストック歩行の際も空身のときと同様にメトロ

ノームに合わせて実験を行った。ストックの長さ

については、実験的に身長に 0.7 を乗じたものを基

準に、上りの場合－3%及び－6%、下りの場合＋3%
及び＋6%増減し計測し、「ストックはバランスの保

持に使って下さい」とだけ助言した。ストックは

床反力計以外の部分に突いてもらい、床反力を記

録した。 
 
2-3 分析 

2-3-1 グラフ 

 データーレコーダーの出力を、PCD-30A を介し

て、パソコンに取り込み Microsoft Excel にてデー

タ処理を行った。事前に行った較正値の記録をも

とに電圧から力(kg)への換算を行い、電圧から力へ

換算したデータをすべてグラフにした。 
2-3-2 分析方法 
分析方法として、グラフに表れる床反力値の中

から今回は床反力計に接地後、前半の最大値、つ

まり階段を下りた瞬間、上った瞬間の脚にかかる

床反力を分析の対象とした。 
これらを踏まえ、今回は床反力計に接地後最初

に表れる最大値から、0.25 秒間（50 コマ）のデー

タを平均した。その平均値を床反力計Ａ（1 段目）、

Ｂ（2 段目）合わせて平均し、空身と、ストックを

使用したときとで比較し、関係性を SPSS の 1 元配

置の分散分析及び多重比較を用いて行った。統計

処理項目において有意差は 5％未満、1％未満とし

た。 
 
3．結果 

3-1 空身 

・空身での上り下りのテンポの間ではすべての

ペアに有意差は見られなかった。 
3-2ストック歩行 

3-2-1上り〔表1〕 

・上り階段30cmにおいて、空身と比べて、ストッ

ク70％、67％、64％の間の試技に差があるかどう

かを検討したところ、有意な主効果がみられ、多

重比較の結果、5％水準で空身と比べ、すべての

ストック歩行の間に有意差がみられ、平均値の差

をみるとストック64％＜67％、67％＜70％、70％
＜空身であった。 
・上り階段20cmのとき同様にして検討したとこ

ろ、有意な主効果がみられなかった。 
3-2-2下り〔表2〕 

・下り階段30cmのとき同様にして検討したところ、

有意な主効果がみられ、多重比較の結果、1％水

準で空身とストック70％、空身とストック76％の

間に有意差がみられた。 
・下り階段20cmのとき同様にして検討したとこ

ろ、有意な主効果がみられなかった。 
 
 

表1 床反力値及び分析結果〔上り〕 
ストック長 70％ 67％ 64％ F 値 

階段 20cm 57.35 56.52 56.69 0,328 

階段 30cm 55.89 55,29 54.58 5,702**
*p＜0.05 **p＜0.01 

表2 床反力値及び分析結果〔下り〕 
ストック長 70％ 73％ 76％ F 値 

階段 20cm 60.48 61.10 61,26 1,959 

階段 30cm 66.81 68,46 66,09 3,378*
*p＜0.05 **p＜0.01 
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4．考察 

4-1 空身 

テンポの違いによって、同じ段差の階段では床

反力に有意な差は認められなかった。これは松野

ら３）によるピッチの違いが床反力値へ与える影響

は少ないという先行研究と同じ傾向を示している

結果となった。この結果は想定していたものと同

じであった。 
4-2 ストック歩行 
階段昇降中のストック使用の有効性については、

階段30cmのときにのみ有意な差が得られた。しか

し、表3、4で示したように上り階段20cm、下り階

段20cmでも有意な差は得られなかったものの、空

身に比べるとストック使用時のほうが床反力が減

少する傾向にあった。 
結果から、上り下りともに段差が高くになるに

つれてストックの必要性は増すと考えられる。 
4-3 ストックの長さの関係 
ストック歩行時のストックの長さの関係につい

ては、上り下りどちらも有意差のある階段 30cm に

着目してみると、上りのときにかかる床反力は、

図 1 で示したようにストック 64％＜67％＜70％＜

空身となった。下りのときには図 2 で示したよう

にストック 76％＜空身、ストック 70％＜空身であ

り、ストック 76％＜70％となった。ストック 73％
の結果がストック 70％よりも大きな値を示したこ

とについては、ストック 70％のとき被験者 10 人中

3 人が空身歩行よりも大きな床反力値を示してい

たからと考えられ、大きな床反力値を示してしま

った理由としては測定項目の多さから試技が一度

だけになってしまったのと、ストックを意識しす

ぎてバランスを崩したから等が考えられる。 
 
 表3 ストックに分散された床反力値(上り) 

 
表4 ストックに分散された床反力値(下り) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*p＜0.05 **p＜0.01 

図１ 上り階段 30cm における床反力 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p＜0.05 **p＜0.01  
図２ 下り階段 30cm における床反力  

  
5．まとめ 

本実験の結果から以下のことが言える。 
1）階段昇降のときの速度の違いは、床反力にあま

り変化がみられず、一定の傾向も示さなかった。 
2）階段昇降中ストックを使用した場合、 

①脚にかかる床反力は上り下りともに減少し、

下りでは、上りと比べて段差が緩やかなとき

も床反力が減少していた。 
このことからストック歩行は下半身の疲労軽

減効果に繋がると考えられる。 
②ストックは上り下りともに段差が高くなった

際にその有効性を増すと考えられる。段差が

低いうちは極めて有効とはいえないが、下半

身にかかる床反力がストックに分散される傾

向にある。 
つまり登山ではストックを使う意義があると

いえる。 
3）ストックの長さの関係では、段差が高くなった

とき（段差 30cm のとき）、 
③上りの際に実験規定の 3 段階のなかでストッ

クをより短く持ったほうがストックにかかる

割合が増し、床反力が減少する傾向にあった。

よって、登山道の傾斜に合わせてストックの

長さの調節は必要であるといえ、具体的な長

さについては個人差があると考えられる。 
④下りの際も傾斜が増した際、実験規定のなか

でストックを最も長く持ったほうがストック

かかる割合が増し、床反力が最も減少する値

を示したが、一定の傾向があるとは今回の実

験ではいえなかった。 
今回の実験では測定項目が多く、すべての

試技が１度だけになってしまったので、誤差

の影響があった。今後は測定項目を選定し、

より多くの試技を行う必要性がある。 
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ストック長 70％ 67％ 64％ 平均 

階段 20cm 0.4 1.23 1.06 0.9 

階段 30cm 3.85 4.45 5.16 4.49 

ストック長 70％ 73％ 76％ 平均 

階段 20cm 3.14 2.52 2.36 2.67 

階段 30cm 4.71 3.06 5.43 4.24 
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