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ウォーミングアップとは何か？
ドイツサッカー協会のHPには以下の２つが記載
1. ウォーミングアップとは「試合のための準備」である
2. 理想的なウォーミングアップは「構造的」である

動作を構成する筋系・関節系・神経系へアプローチ,可動性の獲
得や特定の筋のアクティベーション,コーディネーションの向上
など,重要なことは後の試合において⾝体を⾃在に動くように準
備ができるようにすること.

⽅法・強度・時間は構造的に, 科学的に正しく⾏う必要がある.



⽬次

• ウォーミングアップ概論
• ストレッチの種類
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• FIFA 11+
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~⾝体のコンディショ⼆ングと怪我の予防に焦点を当てて~



ウォーミングアップ概論



ウォーミングアップの種類
• Passive warming up

超⾳波,⾚外線照射,ホットパック,ローション,温⽔浴,マッサージ

• Active warming up
üGeneral warming up

ランニング,ストレッチ,体操などの⼀般的な全⾝運動
→様々な器官に刺激を与え,筋温の上昇と運動機能の動員

üTechnical warming up
競技特性を取り⼊れた運動



ウォーミングアップの必要要素
1. 筋温の上昇 ＊環境温度に常に考慮するべき
2. 筋⾁に刺激を与える ＊徐々に強度を⾼めながら筋⾁に刺激
を与える

3. 神経系を刺激する ＊「判断をして⾏動を起こす」＝ʼʼ予測ʼʼ

4. ボールフィーリング＊ウォーミングアップとトレーニングを
切り離さない



ウォーミングアップの時間と筋温と直腸温
および⼀定作業所要時間の関係

Asmussen and Boje,1945

短時間の運動パフォーマンスが最も⾼く
発揮できる筋温は38~39度付近

到達に要する時間はおよそ15~30分必要
＊⼼拍数130~140拍/分程度の強度

⾼澤ら.⽇本運動⽣理学雑誌9(2), 2002.



ウォーミングアップの持続時間
• 筋温上昇効果：45~90分 (Muido,1946)
• 中枢神経系 ：30~45分 （中原ら,1964)
• 呼吸循環系 ： 5~10分 （De Bruyn-Prevost,1980)

効果を消失させないためにも,アップ終了後から試合開始までの
時間をなるべく短くする必要がある.



⼀般的なウォーミングアップの順序
1. 体温（筋温）をあげる
2. 静的（スタティック）ストレッチング
3. 動的（ダイナミック、バリスティック）ストレッチング
4. 呼吸循環機能を⾼める
5. ポジション特性に考慮した仕上げ
6. 早期に試合を開始



各国のウォーミングアップの具体例(2010)
◆フランス（約20分/サブ選⼿ははじめから別）
①8分：動きつくり

4分：各5⼈2列で約20mをニーアップ,ヒールタッチなど
を⼊れながらジョギング

1分30秒：ダイナミックストレッチ
1分30秒：ステップワークと70~80%強度のスプリント

②3分：フリー
③2分：パスアンドゴー
④5分：フリー（ポジションから）



各国のウォーミングアップの具体例(2010)
◆イタリア（約25分/サブ選⼿ははじめから別）
①4分：フリーで体を動かす（ボールの使⽤も可)
②4分：ダイナミックストレッチ
③5分：ステップワークと70~80%強度のスプリント
④5分：ボールポジション5対5（25m×25mのスペース)
⑤2分45秒：最⼤速度の20~50%のスピードでランニング
⑥2分45秒：最⼤速度の80~90%のスピードでランニング
⑦5分：フリー



ストレッチの種類



ストレッチの種類
• Static stretches
反動を利⽤せずにゆっくりと筋を伸張する

• Baristic stretches
反動を利⽤しリズミカルに筋を伸張する

• Dynamic stretches
拮抗する筋⾁の収縮を促して対象の筋⾁を伸ばしていく



Static stretches vs Dynamic stretches
Warm up Jogging

(5min)

Walk(2min)

Method A

No treatment

Method B
5 static stretches
2 reps, 20sec hold

10 secs rest

Method C
12 dynamic exercises
2 reps, 10 secs rest

Method D
Combined Method B

And Method C

Rest interval
(4-5min)

Tests
Sprint(3reps), Slalom dribbling(3reps), Penalty kick(3rep) Gelen, et al. 2010



Static stretches vs Dynamic stretches
Sprint, slalom dribbling, and penalty kick performance after different warm-up methods (n = 26).

ダイナミックストレッチは優位にパフォーマンス上昇に寄与
スタティックストレッチはパフォーマンスを下げる？



Static stretches
• 筋腱ユニットの機械的特性と神経学的特性の両⽅に影響を与える

ことで,筋⾻格系の柔軟性を⾼めるとされている.

• 最近の研究では、パワーとスピードの⽣産を低下させることで
パフォーマンスを阻害する可能性があることが⽰されている.

• Static stretchesはピークトルクを8.5〜16%低下させる

• 1RM（one-repetition maximum）の膝の伸展・屈曲,
最⼤等速トルクモーメント,垂直跳びのパフォーマンスを妨げる

Behm, DG, et al. Can J Appl Physiol , 2001.

Fletcher, et al.J Strength Cond Res 18, 2004.

Siatras, et al.J Strength Cond Res 21:, 2008.



静的ストレッチ運動後に⾒られるパワー
とスピードの急性的な低下の原因
• メカニズムの解析には⾄っていないが,筋⾁の神経筋伝達とバイオ

メカニクス特性の変化で説明しようとしている.
• ⽣体⼒学的構造を変化させることで筋腱をよりコンプライアントに

するため、パワープロダクションを低下させることで筋の活性化に
遅れが⽣じることを⽰唆.

• コンプライアントな筋腱ユニットと⽐較して,スティッフな筋腱
ユニットは筋収縮時に発⽣したパワーの伝達をより良くする.

• 静的ストレッチ後に筋収縮時の筋電図の興奮度が低下することを
記録 Wallmann, et al. J Strength Cond Res 2, 2008.

Kubo, K, et al. Eur J Appl Physiol 85: 2001.

Kokkonen, et al. Res Quar Exerc Sport 69, 1998.



Movement preparation



Movement preparation
Movement Preparation is a training component 
designed as an efficient, systematic approach 
to help people prepare for the specific 
demands of the dayʼs training session. 
“Movement Prep” is a series of active and 
dynamic stretching involving movements that 
imitate those inherent to the activities for 
which you are preparing.

ʻʼより実戦に向けた準備ʻʼを意識された、体系的な動的ストレッチ



5 Benefits of Movement Preparation
• Activates - バランスと⾝体意識

（⾝体の位置,場所,向き,動きを感知する能⼒）の向上
• Elongates - 筋⾁を積極的に伸ばすことで,正しい姿勢を保ち,

全可動域で⾃由に動くことができる
• Increases Core Temp - 体温と深部温の上昇
• Reinforce - 正しい動作パターンを強化する
• Primes - 中枢神経系の働きを活発にする



6 Components 
of Movement Preparation
• General warm up
• Activation exercises
• Dynamic stretches
• Movement skills
• Plyometrics
• Movement application drills





General warm up
• ⽬的：体温を上げ,筋⾁をほぐしながら,低強度で選⼿を動かす.
• 2~5分⾏ってから,アクティベーションの段階へ移る.



Activation exercises
• ⽬的：全ての筋群を中枢から末梢へ向かって活性化する. 
• ⽅法：体幹と股関節のエクササイズが中⼼.
• 通常2~4分かけて5~7種類のエクササイズを⾏う



Dynamic stretches
• ⽬的：選⼿がフィールドで使⽤する筋⾁や動作パターンを獲得
• ⽅法：10m程度の距離を移動しながら,1~3秒間保持



Movement skills
• ⽬的：それぞれの動きの正しいメカニズムを教える
• ⽅法：様々なスキップ,マーチ,
• 通常1~2分かけて2~4種類のエクササイズを⾏う



Plyometrics
• ⽬的：安定性とパワーに焦点を当てたエクササイズ
• ⽅法：ホップ,バウンド,ジャンプなどを取り⼊れる



Movement application drills
• ⽬的：試合で遭遇する特定の要求に備えるため,筋⾁を活性化
• ⽅法：ストライダーや⽅向転換からのスプリントなど



Intensity level during Movement preparation

Movement Prepは
• 各項⽬は⼀定の強度で
• 徐々に強度を上げて
• 最終的に100%へ持っていく
• 全体で10-15分程度General

warmup

Activation
exercises Dynamic

stretches

Movement
skills

Plyometrics

Movement
application drills

ボールを使った組織的なアップへと移⾏



FIFA 11+



FIFA 11+
• FIFA および F-MARC(FIFA Medical Assessment and 

Research Centre)は, 多くのサッカー選⼿の外傷・障害
予防のために,ウォーミン グアップトレーニング⽅法を
開発した.

• サッカー選⼿の体幹,ジャンプ,バランス能⼒を総合的に
⾼める効果.

• ACL(前⼗字靭帯)損傷や⾁離れ等の障害予防を意図して
おり,特にジュニア期の選⼿や⼥⼦選⼿に有益.

• 週に3回以上実施することを推奨



Effect of the FIFA 11+ injury prevention 
intervention on injury severity

Severity of 
injury

Intervention group (n = 
168)

Control group (n = 252) Rate ratio 
(95%CI)

p-value

n (%) Incidence 
(95%CI)

n (%) Incidence 
(95%CI)

Minimal (1‒3 
days)

44 (26) 0.7 (0.5‒0.9) 40 (16) 0.6 (0.5‒0.9) 1.07 (0.70‒
1.64)

0.850

Mild (4‒7 days) 63 (38) 1.0 (0.8‒1.2) 69 (27) 1.1 (0.9‒1.4) 0.89 (0.63‒
1.25)

0.543

Moderate (8‒28 
days)

52 (31) 0.8 (0.6‒1.0) 113 (45) 1.8 (1.5‒2.1) 0.45 (0.32‒
0.62)

<0.001

Severe (>28 
days)

9 (5) 0.1 (0.1‒0.3) 30 (12) 0.5 (0.3‒0.7) 0.29 (0.14‒
0.61)

0.001

①怪我による損失⽇数が40%減少, ②中等度と重度の負傷の割合が優位に減少

Assumann, et al. Plos one, 2021.



ハーフタイムのリウォーミングアップ



ハーフタイムをどう過ごすか

Mohr et al.Scand J Med Sci Sports.14,2004 

●：ハーフタイムに何もしない群
○：ハーフタイムにジョギングを⾏なった群

ハーフタイムに安静を保った場合,
筋温は1.5~2.0度低下し, その後の
スプリントは低下

7 分間,平均⼼拍数 135 回程度のランニング
後半開始時のスプ リントパフォーマンスの
低下を抑制

Mohr et al. 2003



ハーフタイムのリウォーミングアップ
• 実際のサッカーのハーフタイムでは,15 分間のうち,

リウォーミングアップに使⽤できる時間は約 2.6 分

• 7分間のランニングは現実的に厳しい
• 3 分間の60%VO2max及び30%VO2max 強度の有酸素運動を
リウォーミングアップとして⽤いた研究では,後半開始 10 分
スプリントパフォーマンスを維持することができた.

• スプリットランジ 12 回 1 セット(15 秒)を⾏った後に,45 秒間の
回復期 間を経て,後半開始 10 分のスプリントパフォー マンスを維持
することができた.

Russell et al. 2015 

Yanaoka et al. 2018

Shiakanuma et al. 2019





少しでも今後の活動に役⽴てれば幸いです
ご静聴ありがとうございました


