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宇都官ハイキングクラブ安全対策委員会監修

ストックが膝の負担を軽減することは、人間工学的実験によって

も証明されているようです。既に体感されている方も多いことと

思いますが、中には腕が疲れると言う声も無きにしもあらず。

これはどうも使い方に問題がありそうです。

膝の負担・老化を軽減し、７０歳 ８０歳まで登山を楽しむため

正しい選び方、正しい使い方を考えましょう。

間違った使い方では、危険な場合もあるし、使うことによって、

バランス感覚が鈍くなるなど、欠点もあります。

、 。基本をしっかり身につけた上で 自分なりの応用工夫が大切です



はじめに

、 、ここ数年来 登山・ハイキングにおけるストックの使用は急速な広がりを見せ

最近の労山(日本勤労者山岳連盟)のアンケート調査においても、実に の人が86%
使うと回答しています(登山時報 年 月号)その一方で、同年開催のハイキ2001 11
ング交流集会、事故防止分科会において、使用のメリットと共に、問題点も指摘

され、議論は始まったばかりの感があります。

労山の「技術教育カリキュラム(素案) 〈 年)にも、ステップ の 「用具」 1997 1 2
の知識」に、歩行補助具として、ストックの記述がありますが、国際山岳連盟医

療委員会のレポートの引用にとどまっています

当クラブでは、 年 月の遭難対策委員会の審議結果が、同月の運営委員2001 9
会で承認されたところで、その内容は以下の通りです。

ストックに関する宇都宮ハイキングクラブ基本方針

「シングルストック、ダブルストックのメリットとデメリット

を明らかにしておき、ストック使用の有無・本数は、会員各自

の選択にまかせる」

◎ストック利用のメリット・デメリット

【メリット】①膝の負担が軽減される

②体のバランスをとる補助具として有効である

③本来の目的以外にも補助具としての効用がある(搬出、支柱)

【デメリットＡ】(正しい使用方法において)

①バランス感覚の減退

②鍛錬効果の低下(歩行中の関節・筋肉への刺激減少)

【デメリツトＢ】(誤った使用方法において)

①転倒の危険(先端支持外れ、回転モーメント、縮み込み等〕

②手や腕その他の疲労助長

③他者への危険、登山道への悪影響



筆者の弁
先年、県連(栃木県勤労者山岳連盟)主催の搬出訓練に、講師として詔請され

たプロ山岳ガイド、近藤氏の実習講義の中に、ダブルストックの紹介・説明が

あり、膝に問題を抱えていた筆者は早速実践に入つた。その後、自らの体験と

クラブ内の山行での観察結果などを、パンフレット「ダブルストックの効能・

選び方・使い方」にまとめ、クラブ内で自由配布すると共に、近藤氏にも内容

をチェックして貰った。

今般、研修部の要請を受け、労山カリキュラムおよび宇都宮ハイキングクラ

ブの基本方針に副ったかたちで、クラブのマニュアルとして再製作することと

なった。

ところで筆者はダブルストックの信奉者、実践者であり、いきおい内容はダ

ブルストック中心とならざるを得ない。しかしながら現状ダブルストック使用

者、それも正しく使っている人は甚だ少ない。労山のアンケートでは 「常に」、

と「時々」使う人は86%に昇っているが、その90パーセントはシングルストック

である。

この理由は色々考えられ、両者の優劣を一概に論ずることは出来ない。しか

し、膝の保護効果に限ればダブルが良いことは間違いない。ストックを使うと

腕が疲れるとの声を耳にするが、これは良くない使い方に原因があり、適切な

使い方をすれば、何時間歩いても腕が疲れる事は無い。ダブルよりもシングル

を選ぶ理由の中には 「ダブル(シングルも)の正しい使い方を知らないこと」が、

あると思われるので、とりあえず以下の内容を見ていただいて、ダブル実践の

方が一人でも増えるならば、あるいは、既にダブルストックをお使いの方の一

助にでもなれば、甚だ幸いである。

ヨーロッパのような整備された広いハイキングコースで生まれたダブルスト

ックは目本の登山道では使いにくいと言う議論もあるが、基本をマスターして

自分なりに工夫すれば、その効用は大きく、７０、８０歳まで山を楽しむため

の良き友となる事疑いなしと申し上げたい。

なお、以下の説明の細部においては、筆者の主観が強い部分もあり、異論が

あるのを承知の上で記述し、その場所場所で注釈を入れて置いた。このマニュ

アルは教科書ではなく参考書ととらえて読んでいただくことを、お願いする次

第である。

ついでながら、登りに使わず、下りの膝の保護のために使うと言う人も少な

くない。

しかし、登りで疲れた足は膝の保護力が弱くなるのは当然である。正しい使

、 、 。い方を体得すれば 登りでも邪魔になるどころか 大きな助けになるのである

だらだら登る坂道は急登より楽だと感じられ勝ちであるが、実は体重の支持プ

ラス前方へのキックカで筋肉の負担は大きいのである。ストックの正しい使い

方で、平地や緩い登りでのその効果を感じていただきたい。

2001年 10月23日 木太久 千宏



ストックの選び方

まず、ダブルストックを前提とした、選び方を述べて見る。

①グリップ(にぎり部分) スキーストックタイプで軟質樹脂製のもの。ベルト

はグリップ内部で伸縮調節・固定する構造のもの。

ベルトの途中で調節するものは、手が痛くなる。

。②ポール 回転して締め付けるタイプでスプリング内蔵のもの

突いた時の衝撃を吸収し、縮み込みも防げる。

。 、③先端金具 超硬チップのついたもの スキーストックのような

鉄製ではスリ減って石や岩の上では滑ってしまう。



ストックの調節方法

ストックを老人臭いとして忌避する人や、ストックの長さ調節を誤って使って

いる人は、ストックとステッキの違いが分かっていないからだと筆者は思ってい

る。

ステッキの役割は、腰の曲がった人の上体を支えるのに一番の目的がある。も

ちろん膝の負担も軽減されるであろうが、どちらかと言えば平地歩行の補助具で

あり、山の歩きの為に作られたものではない。Ｔ形グリップはステッキ向きで、

一見使い易そうでもスポーティに使いこなせないし、特にダブルストックには使

えない。

登山におけるストック長さの調節は、スキーの場合と同じで、基本はグリップ

、 。下方をにぎってストックを地面に立てた時 肘から手首が水平になるようにする

平地も登りも下りも同じで、道の傾斜や好みによって微調節をする。登りで短

め、下りでは長めにと、解説している例もあるが、筆者の経験では誤りで、傾斜

が急な時に長め、緩い時に短めにするのが正しく、傾斜が同じならば登りでも下

りで同じにする方が理にかなっていると思える。これは後述の「平地 「登り」」

「下り」それぞれにおける使い方の説明を見ていただきたい。



長さを合わせるには、まず下段のポールをマ一ク部分まで一杯に伸ばして締め

る。全長の調節は二段目のポールで行い、前頁で途べた長さに合わせる。何故か

と言えば先端が軽い方がコントロールしやすく、疲れにくいからである。

伸縮のため、ポールを回して緩めるのは、せいぜい二回転までとする。あまり

グルグル回すと、内部の止め具部品が下側ポール上端のネジから外れ、今度はい

くら回しても締まらなくなる」(Ｐ－ 、図－ 参照）山行時に会員のストック4 1
がこの状態になったのを何度か見かけたが、そんな時はポールを一旦、完全に押

し込んで、締める方向にグルグル回して見る。それでも駄目ならポールを引き抜

いて外し、上段側の中にある止め具を振り出して、下段側ポールのネジに二 三,
回ねじ込んだ後、再び上段ポールに差し込んで締める。

ついでながら、山から帰ったら汗や雨で汚れたストックを三本のポールに分解

し、よく拭いて乾燥させると良い(と教えられたが、筆者自身めったにやらない

・・)

ともあれ、ばらした時、止め具を振り飛ばしてなくさないように・・

具体的な説明の前に

膝の負担軽減に大きく貢献するダブルストックも、正しく使わないと、その効

、 、果を百パーセント発揮出来ないだけでなく 使ったため却って肩や腕が疲れたり

場合によっては危険を招くこともあり得る。

よく見かける「間違い」を二、三挙げて見ると、

①「登りと下りで長さを変える ・・×」

正しくは傾斜によって長さを変えるもので、同じ斜面・傾斜ならば登り

下りとも基本的には同じ長さにする(と筆者は信じているが、前述のよ

うに違う解説も世の中には存在する)

②「両方のストックを、同時に前に出して突く ・・×」

後述するが、左右交互に動かすのが基本である。

③「登りで自分の足より前に突く。また、下りで、自分の足より後ろにストッ

クの先が残る ・・×。」

前者では腕が疲れるし、後者は転倒の危険を招く。シングルにおいても

同じであるが、長さの調節とも関連している。

④「先端のゴムキャップを使う ・・×」

ゴムキャップはストックを使わない時に周囲のものをキズつけない為の

もの、ストックを使う時にキャップをつけたままでは、先端の超硬チッ

プが泣く。ただし木道などでは、歩行面をキズつけないよう、キャップ

をする配慮も。



グリツプ(握り方)とベルトの調節

登山における、特にダブルストックにおいては、スキーのストックとは少し違

う握り方をする。

スキーの場合よりベルトは短めにして、ストックを突く力は握力ではなく、掌

の下方で支える。グリップを軽くはさんだまま、手首から先を軽く少し上に曲げ

ればストックは軽くスッと前に出て行く。先端の前方へのスウィングを、四本指

を使いソッと抑えてコントロールする。

「ストックを握り締めない」これが長時間の使用で疲れない、第一の条件であ

る。

あとで、もう一度出て来るが、疲れない第二の条件は 「体の両脇から、両腕、

の肘を出来るだけ離さない」ことである。

膝の疲労と、その軽減は、長時間の歩きの中での積み重ね、更には、長時日の

山歩きの中での積み重ねの問題である。地形や登山道の様子により、原則通りに

使えない場面があっても、 ～ の時間は原則を守ることで、効果が出て来80 90%
ると考えていただきたい。膝が老化してからでは遅い

ベルトの上から手を入れ、グ

リップ(握り)の下端近くを、

親指と人差し指で{軽くはさ

む}

スキーの場合はベルトの下

から掌を入れてベルトとと

もにグリップを

{握りしめる}



まず平坦地で使って見よう

平らな場所での通常の歩行が基礎となるので、登り下りの傾斜の無い場所で、

頭ではなく、体でストックワークの感覚を身につけよう。

①前述のように長さを調節したストックを両手に持ち、ストックがないつもり

で通常の手の振りで歩く(ストックをひきずることになる)

②次に、上腕を余り振らず、肘から下だけを振るようにして歩く。

、 、 。③次いで 手を後方に振る時 そのままの動きで地面を軽く後方に突いて見る

更に、手を前に振る時、四本指を軽く握って、ストックの先が地面をすらな

いように歩く。

以上の動作が、登り、下り、平坦地の全てに通じる基本の動作であり、水平地

においても、足のキック力を助けて楽に歩くことが出来る （クロカンスキーの。

ストックワークをウンと控え目にした感じ）

もう少し詳しく言うと、例えば、右足に体重がかかった次の瞬間、右手のスト

ック先端は前方に振り出され、左足が着地する前に、右のストックは既に地面に

突いている、このタイミングを会得すれば、この場合、登りの時には、左膝が伸

びる力を助け、下りの時には左膝の着地の衝撃を緩和出来るのである。

以上の右、左を、それぞれ反対に読み代えても同じことである。



傾斜地の歩行

、 、 、登りや下りでの 左右の腕の動きとタイミングは 平地の場合と同じであるが

ストックに力をかけるタイミング(場所)は、登りでは体より後ろ、下りでは体よ

り前でなければならない。そのためには、

①登りでは、踏み出す足の着地点より前方に突かないこと。

②下りでは、踏み出した足が着地した後まで、反対側のストックを地面に突い

たまま残さないこと。この二つはシングルストックにおいても同じである。

登りでストックを、踏み出す足より前方に突くのは、肘を伸ばすことになって

疲れるか、急坂で肘が伸びていなげればそのストックは登る体勢の障害となり、

身体を後方にのけぞらせて危険である。登りでストックを短めに調節する間違い

はストックを突く位置の間違いから来ているかも知れない。

下りで後ろに残るストックは、手の動作のタイミング遅れによるもので、この

場合、モストックが棒高跳びのポールまがいに、身体を前方に押し出して、あた

まを前に転倒する可能性があり、大変な危険を秘めているが、このアワヤの寸前

を、クラブでの山行で何回か見かけた。

始めに述べたタイミングについて補足すると、登りと下りでの違いは、

「登り」左(右)足を着地した後に、右(左)のストックに力をかける。

.「下り」左(右)足を着地する前に、右(左)のストックに力をかける。

両方のストックを同時に前に出すのは比較

。 、的脚力のある人に多い 使わない方がマシで

効果は少なくて、疲れる使い方である。



足より前にストックを突くと体の重心は

前後の是よりも前に移り、ストックの支

持を失うと、前方にのめりこんで転倒す

る危険がある。

ストックに、すがるなかれ

ストックは膝の負担を約３０ 軽減すると言われるが、逆に言えば、 以上% 30%
の力をストックにかけてはいけないのである。あくまで自分の足で、バランスを

保って歩行しながら、少しばかり助けとしてストックを上手に使う。突いた先が

、 、 、 、滑らないか 先端が深く潜りこまないか 感触を確かめながら 軽く力をかけて

膝の負担を和らげ、また、バランスの補助に使う。

留意すべきは、ストックはバランスの補助にはなるが、バランス感覚の補助に

はならないこと。却ってバランス感覚を鈍らせると心得ておく必要がある。

、 。 、以上のことを心得た上で 先端の超硬チップを活用しよう 木の幹や根っこでは

絶対と言って良いほど滑らない。岩でも、流紋岩など表面がツルツルのものは別

として、花崗岩や凝灰岩など、表面がザラザラした岩の場合、軽く突くだけであ

ればななめに突いても滑らない。

先端が、岩の隙間などにはさまって、体の前進運動につれて、ストックをコネ

るように感じたら、咄嵯に、そのストックを持つ腕を後方ヘサッと回して抜き取

る。

今まで述べて来たようなことが出来るためには、正しい歩き方が前提となる。



正しいストック使いは、正しい歩き方から

登りの歩きでは、後ろの足で蹴って体重を前足に移さないこと。前に出した足

に体重が完全に移るまで、後ろ足は、つま先からカカトまで地面につけたまま残

し、前足の膝を伸ばしながら、おもむろに後ろ足を引き上げる。この正しい登り

方の中 ・前足の膝を伸ばす力を助けてくれるのがストックで、足の運びはスト、

ックの有る無しで変わるわけではない、

下りでは、ストックの不意の縮み込みや、先端の支持を失う事態を考えて、前

方に突いたストックに頼り過ぎないようにして、あくまで自分の足の裏全面で地

面を踏む為の補助としてストックを生かす。

急坂を下る場合、恐怖心で腰が引けて膝が伸び、かかとが先に地面に着きやす

いがかかとだけが出ると滑りやすいし、膝が伸びていると尻餅をつきやすい。ス

トックがあると、こころもち前傾気味になり、靴底全面を地面にフラットに置く

ことが出来滑りにくいし、さらに、若干膝を前に出して、膝と足首を曲げた状態

で着地すると、少々滑っても、身体全体が前方に移動して、尻餅をつきにくくな

る。

アイススケートやスキーの経験者ならお分かりと思うが、膝を前に出して足首

を曲げた、浅い 形の姿勢が、安定した体勢を生むので、心がけて欲しい。Z



バランス感覚

何時もストックに頼っていると、自分自身の

平衡感覚が鈍ってしまう。３、４時間位の歩き

の場合は、ストックを使わないようにしよう。

、 。また 日常生活の中でバランス感覚を鍛えよう

片足立ちの練習をしよう。それも水平面だけで

なく、前後左右の傾斜面で。電車やバスの中で

座らずに、つかまらずに、発進、停止やカーブ

走行に耐えて見よう。道路の縁石の上を歩いて

見よう。ストックを使う使わないは別として、

バランスの感覚は大切である。

靴底は斜めでも安定して歩けるようになれば

岩場でも安心して歩けるというものだ。

色々なバリエーション

ストックを突き損なった時、自身のバランス崩れも要注意だが、特にのぼりの

時はすぐ後ろの人にストックが突進するおそれがある。１ｍ以上離れてもらう配

慮が必要。

その他色々覚えて損のない使い方は、機会があれば実際の山行の歩きの中で・・


