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はじめに！
この資料でわかること

【内容】
・なぜヒップを鍛える？
・ヒップトレーニングの効果①②③④
・最低限覚えておきたい臀部の筋肉
・股関節の動き
・美しいヒップをつくるための極意
・ヒップトレーニングプログラム
・シングルレッグブリッジ
・スクリュースクワット
・キックバック
・サイドライイングヒップレイズ
・Ｑ＆Ａ

資料をご覧いただきありがとうございます！
このPDF資料では、自宅でできるヒップトレーニングをご紹介します。
世界トップトレーナーから学んだノウハウをシンプルにまとめてつくりました。
機能解剖学とリサーチから導き出される最高のヒップエクササイズです。
しかも引きこもりながら完結するように工夫されています。
私も、このヒップトレーニングを自宅で継続しているおかげで、40代ながらも
体脂肪率1桁をキープできています。
どうぞお楽しみください！



基礎知識



なぜヒップを鍛える？
臀部を鍛える
４つのメリット

すべての人は、ヒップ（殿筋）を鍛えるべきです。
なぜなら想像以上にヒップを強化するメリットがあるから。
具体的には次のような効果があります。

脂肪が減り、美しい体型になる

筋力が向上し、運動能力が高まる

筋バランスが整い、ケガや痛みを防止できる

体質が変わり、心が強くなる

ここでいうヒップとは、主に大殿筋をさしますが、
中殿筋、小殿筋も含んだ臀部全体のことを意味します。
二足歩行ができるようになったのは、ヒップが発達したから
だそうです。その証拠に、人間はゴリラより筋力では負けますが、
大殿筋だけは人間の方が発達しています。



大殿筋は人体でもっとも体積が大きい筋肉だから
筋肉量が増えることで代謝が上がり、体脂肪が減るから

ヒップを鍛えると明らかに体型が変わります。
美しさというのは主観で、Aさんから見ると美しく見えても、
Bさんから見るとそうでもない場合も。
しかし、大殿筋、中殿筋を鍛えると、客観的に誰が見ても
身体のフォルムが変わります。
主な理由は次の２つです。

大殿筋は大腿四頭筋についで2番目に大きな筋肉です。
細かく言えば大腿四頭筋は4つの筋肉が集まっているので、
単体の筋肉としては大殿筋が最大。
身体で最も大きな筋肉が成長すれば、
全身のフォルムが違って見えるのは当然ですよね。

また、筋肉は基礎代謝の約20％を占めています。
筋肉量が増えると基礎代謝が上がって、エネルギーを多く消費すること
になり、体脂肪の少ない筋肉質な体型に変わっていきます。

だから体型を変えたいなら、最優先でヒップを鍛えるべきなのです。

ヒップトレーニングの効果①
体脂肪が減少し
美しい体型になる



走力が上がる
ジャンプ力が上がる
投げる力が上がる
方向転換が素早くなる
スイングスピードが上がる
パワーリフティングの競技力が上がる
プッシュが強くなる

大臀筋を鍛えると股関節を伸展させる筋力が向上し、
運動パフォーマンスが上がります。
具体的には次のような能力です。

多くの運動動作は、股関節を伸展させることが原動力になっています。
だからヒップトレーニングで大殿筋、中殿筋を強化して
股関節伸展筋力を向上させると、
多くの運動能力を高めることができるのです。
優秀なアスリートはみんな良いお尻してますよね。

ヒップトレーニングの効果②
筋力が向上し
運動能力が高まる



着地動作で膝が不安定→膝蓋大腿部痛症候群、ACL損傷
物を持ち上げる動作で腰椎に負担→腰痛、椎間板ヘルニア
仙腸関節の不安定性→骨盤痛
歩行動作で骨盤の不安定性→腸脛靭帯炎症

ケガや痛みの多くは、筋バランスの崩れが原因です。
ある筋肉が弱っていたり、未発達だった場合、それを補うために
他の筋肉が過剰に負担を強いられることになります。
例えば大殿筋が弱っていると、脚や腰背部に負担がかかる。
そしてケガや痛みを発生させてしまうのです。
大臀筋や中殿筋が弱いことが原因で起こる不調例は次のとおり。

私の経験上、臀部が弱く未発達な人ほど膝や腰に不調を訴えます。
健康を望むすべての人は、ヒップトレーニングをおこなうべきです。

ヒップトレーニングの効果③
筋バランスが整い
ケガや痛みを防止する



不安感が解消する
うつ状態を予防する
自尊心が向上する
焦燥感が減少する
睡眠の質が上がる

ヒップトレーニングで臀部の筋肉量が増えると、
虚弱な身体が筋肉質に変わっていき、メンタルにも良い影響を与えます。
実際に研究で示されているのは、次のような効果です。

理由はテストステロンやエンドルフィン、セロトニンといったホルモンの
影響だと言われています。
テストステロンはやる気が出るホルモンで、エンドルフィンやセロトニン
は心を穏やかにするホルモン。
だから大殿筋のような大きな筋肉を鍛えればどんどんホルモンが分泌され
て、心に力を与えてくれるのです。
不安を感じたら自宅でヒップトレーニングをしましょう。

ヒップトレーニングの効果④
体質が変わり
心が強くなる



ヒップを構成する臀部の筋肉は次の３つです。

　　　　　　　大臀筋（だいでんきん）
　　　　　　　中殿筋（ちゅうでんきん）
　　　　　　　小殿筋（しょうでんきん）

大、中、小なので覚えやすいですよね。
ですが名前を覚えるだけではあまり役には立ちません。
それぞれがどういった働きをしているか理解する必要があります。

機能解剖学の参考書を読めば詳しく書いてありますが、
この資料の目的は一般の方にできるだけ簡単にお伝えすることです。

よってヒップトレーニングに必要な情報だけをできるだけシンプルに
解説します。

少し専門用語が出てきますが、これは覚えてほしいという言葉です。

難しいのは面倒という方はこのパートを飛ばして次へ進んでください。

最低限覚えておきたい
臀部にある３つの筋肉と
運動時の役割



～ワンポイント～
視点を変えると、臀部の筋肉は
骨盤を後傾（うしろに傾ける）
させる働きをします。

臀部の筋肉は、股関節の伸展・外旋・外転を担当します。
どういった動きなのか、頭に入れておきましょう。

その前に、股関節の動き
伸展・外旋・外転を覚えよう

伸展
（しんてん）

外転
（がいてん）

外旋
（がいせん）



大臀筋（だいでんきん）

ヒップトレーニングのメインターゲットは大殿筋です。
体積が大きく、動かすときは大量のエネルギーを消費します。
観察するポイントは次の2点です。

① どこに付着しているか
② この筋肉が収縮すると、どんな動きになるか

【起始（オレンジ）】
　腸骨の後殿筋線・仙骨下部の後面・尾骨の側
【停止（グリーン）】
　大腿筋膜の腸脛靭帯における上部繊維・殿筋粗面で下部繊維

以下はヒューマン・アナトミーアトラスの解説です。

大臀筋の役割
 

股関節の 伸展・外旋・外転



中殿筋（ちゅうでんきん）

中殿筋は骨盤の側面にあって、引きあがったヒップを作ります。
弱くなると膝や腰に負担がかかるため、健康のためにも
重要な筋肉です。

① どこに付着しているか
② この筋肉が収縮すると、どんな動きになるか

【起始（オレンジ）】
　腸骨の殿筋面
【停止（グリーン）】
　大腿骨の大転子の外側面

以下はヒューマン・アナトミーアトラスの解説です。

中殿筋の役割
股関節の 外転・伸展
前部繊維＝内旋　後部繊維＝外旋



小殿筋（しょうでんきん）

小殿筋は、臀部を構成する３つの筋肉のうち、最も小さい筋肉で
中殿筋の下にあります。
股関節の動きを補助する役目です。

① どこに付着しているか
② この筋肉が収縮すると、どんな動きになるか

【起始（オレンジ）】
　腸骨の殿筋面上で中殿筋の停止点の下方
【停止（グリーン）】
　大腿骨の大転子の前面

以下はヒューマン・アナトミーアトラスの解説です。

小殿筋の役割
股関節の 外転・（安定化）



エクササイズ



自宅で美しく力強い
ヒップを作るための極意３選

在宅でも、下記に示す３つのポイントを押さえれば
誰でも素晴らしいヒップをつくることができます。

３面すべてをトレーニングする

筋肉を完全に疲労させる

休息と栄養を十分にとる

臀部の筋肉を完全に鍛えるには、一方向だけでなく様々な角度で
負荷を与えることが重要です。大腿骨を前後だけでなく、左右に
動かす。グルっと回す動きも必要です。

筋肉は完全に疲労させることで成長します。10回3セットやれば
OKではありません。できなくなる回数までとは言いませんが、
完全に筋繊維を疲労させてください。

完全に疲労させたら、タンパク質をしっかり摂り、7時間以上は
寝て回復させましょう。連日のトレーニングはNGです。
1日おきにコンスタントに継続してください。



自宅でできるプロが厳選した
最強のヒップトレーニング4選

ここからは、具体的なプログラムを紹介します。
エクササイズは種類別に４つだけ。
回数やセット数は目安です。
自分でできる回数とセット数をおこなってください。

月 火 水 木 金 土 日

休 ヒップ 休 ヒップ 休 ヒップ 休

1週間スケジュール例

エクササイズ

シングルレッグブリッジ

スクリュースクワット

キックバック

サイドライイングヒップレイズ

回数 セット

8 ３

20 ３

15 ３

12 ３

このエクササイズは週２～３回実施すると効果的です。
まずは1種目だけても問題ありません。続けることが何より重要です。
各エクササイズは次のページで解説します。



EXERCISE１
シングルレッグブリッジ
矢状面/股関節伸展/大殿筋

このエクササイズは、矢状面での股関節伸展エクササイズで大殿筋がターゲットです。
反対側の脚を抱えると骨盤を後傾させることができ、大殿筋を使いやすくなります。

STEP１

膝を曲げて仰向けに寝る
片方の膝を抱える
アゴを引いて背骨はまっすぐ

STEP２

骨盤を後傾させて、骨盤を上げる
かかとで床を押すイメージ
臀部に力を入れる
ゆっくり下ろす

ポイント

高くは上がらないはず
反対側の膝をしっかり抱えること
上がった地点で3秒キープ

STEP２

STEP１



EXERCISE２
スクリュースクワット
矢状面・水平面/股関節伸展・外旋/大殿筋/中殿筋

このエクササイズは、骨盤を回旋させながらスクワット動作を行います。
習得に時間がかかりますが、臀部の筋肉を全て使う最強エクササイズです。
始めはゆっくりと、慣れてきたら臀部の筋肉をバネのように使いましょう。

STEP１

足幅はやや広めに立つ
つま先は正面

STEP２

左手を右足の方へ伸ばし、

重心は右足
右臀部に荷重を感じたら、正面に戻る
左右交互におこなう

      骨盤を右に回旋させ、
　  右膝と右股関節を曲げる（スクワット動作）

ポイント

骨盤を前傾させて、臀部を後ろに引く
腰を丸めず背筋を伸ばす
膝の位置は足の真上
膝や腰に違和感があれば中止

STEP２

STEP１



EXERCISE３
キックバック
矢状面/股関節伸展/大殿筋

このエクササイズは、荷重をかけずにおこなう大殿筋のトレーニングです。
負荷としては低強度ですが、しっかりと大殿筋を収縮させる必要があります。
腰が不安定だと腰痛の原因にもなるので、お腹に力を入れておこないましょう。

STEP１

安定したイスや机に両手をつく
膝を軽く曲げて立つ

STEP２

片足を後ろに伸ばす
臀部に力を入れて、2秒キープ
元に戻る

ポイント

腰を反らさない
臀部に力をいれる
膝は伸ばしても曲げてもOK
脚を高く上げ過ぎない

STEP２

STEP１



EXERCISE４
サイドライイングヒップレイズ
前額面/股関節外転/中殿筋

このエクササイズは、中殿筋を鍛える優れたトレーニングです。
腹斜筋も使うため体幹の安定性も向上させることができます。

STEP１

肩の下に肘をついて横向きになる
手の平は下向き
膝は90度、股関節は45度くらい曲げる

STEP２

下腿部と前腕部で身体を支え、骨盤を上げる
この時、膝と骨盤と上半身が同一直線上にある
上の足は浮かせておく
骨盤をしっかり上げたら、ゆっくり戻す

ポイント

身体は正面を向けておく
下側の中殿筋を使う

STEP２

STEP１





各エクササイズの回数は「疲労するまで」が原則です。
目安の回数は資料に掲載してありますが、あくまで目安です。
低体力の方は、もっと少なく、上級者はもっと多くおこなってください。

何回やればいい？

週1回より週2回の方が筋肉の成長に効果があると研究で示されています。
ACSM（アメリカスポーツ医学学会）では週2～3回を推奨しています。
週2回から始めて、できれば週3回を目標にしましょう。

週1回でもいい？

60秒程度を目安にしましょう。
ただし、厳密に測る必要はありません。
感覚的に次のセットに行けそうと感じたら次に進んでください。

セット間はどのくらい休息する？

もちろんできるなら他の部位もトレーニングするべきです。
ですが、まずはヒップトレーニングだけに集中することをおすすめします。
最初から全身がんばろうとすると、おそらく続けられません。

腕や腹筋はやらなくていい？



骨盤を後ろに倒すことを意識してください。
反対足をしっかりと抱えると自然と骨盤が後傾できます。
また、骨盤を上げた時に臀部を叩いてみて、硬くなっているか確認しましょう。

ブリッジで臀部を使えない・・・

痛みを感じながらエクササイズを行うのは絶対にダメです。
ヒップトレーニングで腰痛や膝痛が解消されることはよくあります。
ですが、痛みがあるならしっかり休んで、必要なら病院へ行きましょう。

関節痛がある時もやっていい？

健康的な身体になるためには必要です。
有酸素運動は脂肪燃焼、病気の予防、脳機能の向上といった効果があります。
マシンを購入すれば、自宅で簡単にできるのでおすすめです。
>>有酸素運動の記事はコチラ

有酸素運動は必要？

twitterのDMでお気軽にご相談ください。
私でお答えできることは全てお伝えします。

トレーニングについて相談したい

https://build-blog.net/cardio-osusume/


最後に



最後に
読んでくださった方に
メッセージ

最後までご覧いただきありがとうございました。
このPDF資料が少しでもお役に立てれば幸いです。
私のBlogでは、引きこもりの方に向けて
自宅でできるトレーニングについて、有益な情報を発信しています。
よろしければそちらもご覧くださいませ。
みなさまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

家トレラボを見る

本PDFの内容は、情報提供のみを目的としたものです。
家トレラボの管理者ビルドは医師、理学療法士、管理栄養士ではありません。
この文書の内容は、医学的な情報と解釈されるべきものではありません。
また、健康状態を治療、治癒、または予防することはできません。
健康な人の体力を向上することのみ目的としています。
健康に不安のある方は、事前に医療従事者に相談のうえトレーニングを実施してください。
運動中に痛みや不快感がある場合は運動を中止し、医師の診察をうけてください。
本PDFに記載されている内容は自己の責任において実施するものとします。
このPDFを読んだことによって生じた不都合について一切の責任を負うことはできません。
すべての著作権は運動研究家ビルドが所持し、保護されています。
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