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コアトレーニングは、体幹の筋や筋

活動に働きかけるよう特にデザインさ

れたトレーニングと定義できるだろう。

筋が個々で、または他の筋と共同して

働くどちらの動作でも、脊柱と体幹部

の安定を図る。一般に、体幹の筋とは、

腹部と腰部の筋を指す。この「体幹」

部は上半身と下半身の力の伝達を行

う。腰部の状態に関して、体幹の筋は、

ウェイトトレーニング時でも日常の活

動時でも、脊柱を安定させるという非

常に重要な役割を果たしている。脊柱

の安定についての体幹の筋の役割は、

腰部椎間板の手術を受けた人や脊柱に

何らかの不安定性がある人では特に重

要となってくる。健康なクライアント

も、傷害を予防し、競技パフォーマン

スを向上させるためには、強く安定し

た体幹をつくる必要がある。

強く安定した脊柱をつくるためには、

コアトレーニングに多様な方法を取り

入れるべきである。コアトレーニング

を目的とした方法は２種類あり、安定

性、柔軟性、ストレングストレーニン

グの要素が組み込まれているという点

で一致している。しかし、各要素のう

ちのどれを重視するかによって、２つ

の方法は異なっている（1,2,3）。

体幹の筋の安定性と柔軟性のトレーニ

ング

McGill（3）は、安定性と柔軟性の

トレーニングを体幹の筋のストレング

ストレーニングより優先して行わなけ

ればならないと強く主張している。激

しい運動と同様に、日常動作でも、脊

柱が各部分で曲がったり、ねじられた

りする状況があることを説明している。

脊柱の不安定性からくる負担に耐えら

れるように、脊柱の安定性をコントロ

ールする筋群を鍛える目的で、安定性

と柔軟性のトレーニングを必ず組み込

まなくてはならない。それに加えて、

椎骨間の関節によって脊柱は複数の平

面上にわたって動くことから、脊柱安

定化のためのトレーニングは、３つの

回旋面すべてで行われるようにデザイ

ンしなければならない。

コアトレーニングでは、脊柱の柔軟

性を高める必要がある。これは、椎間

板ヘルニアを除去した後の関節が硬く

なるためである。椎間板の内側を満た

す瘢痕組織により、その関節の柔軟性

が自然に低下するのである。そうした

柔軟性の低下を、隣り合う関節で埋め

合わせようとするため、隣り合った関

節は、そうしたストレスの増加に対応

しさらに柔軟にならなければならない。

こうしたことに加えて、ほとんどの腰

痛は、予期しない力が脊柱に加わって

筋が脊柱を中間位に維持できなくなり、

特定の椎間関節で炎症が起こることが

原因である。こうした椎間関節の損傷

を防ぐためには、腰部の柔軟性によっ

て予期しない力に対応できるようにし

なければならない。安定した脊柱を維

持する能力は、深部背筋の柔軟性にも

関連する。

体幹の筋の柔軟性は、腹筋と腰部の

筋、股関節伸展筋、股関節屈曲筋のス

トレッチングを行うことによって向上

することができる。どのようなワーク

アウトも、表１で示したように股関節
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伸展筋および脊柱の伸展筋における仰

臥位でのストレッチングから始めると

よい。この順序で行うと、股関節と腰

部の伸展筋を徐々にストレッチするこ

とができる。次に股関節伸展筋のスト

レッチングとバランスをとるために、

表１に示した方法で股関節屈曲筋と腹

筋をストレッチする。表１に示したそ

の他のストレッチングを行うことで、

体幹の動きをコントロールする主要筋

群をすべてストレッチすることができ、

行き届いたプログラムとなる。このプ

ログラムは体幹の筋の柔軟性を高める

ためにデザインされたもので、McGill

（3）によると、安定性のトレーニング

をコアトレーニングに組み込むために

必要となってくる。脊柱の傷害を防ぐ

ためには、脊柱の個々の部分が無理の

かかる状況に対応できるようになって

いなければならない。こうしたことか

ら、効果的なコアトレーニングの第一

歩として、体幹の筋の柔軟性を高めて、

ストレスに対応できるようにしておく

必要がある。

柔軟性という基礎ができたうえで、

不安定な状態で行われるエクササイズ

に進むことができる。不安定な状態と

は、骨盤と腰部が床などの安定した面

で支えられていない状態と考えること

ができる。骨盤と脊柱が自由に動く状

態では、骨盤と脊柱を正しい位置に保

つために、支持筋が協調して働く必要

が生じる。日常動作には、不安定な状

態で行われるものが多い。腰を傷めて

いる人が滑ったり、転んだり、段差を

踏み外したりすると、非常に強い痛み

を感じる。このような不安定な状態に

なることで、腰部に問題がない人にも

腰痛が起こる例も多い。脊椎と骨盤の

位置関係が保たれ、安定している状態

でなければ、脊柱を傷めやすくなる。

こうしたことから、不安定な状態に対

処するための脊柱と骨盤のトレーニン

グはコアトレーニングの重要な構成要

素となる。

ベンチなど、多数の器具を用いると、

不安定な状態で体幹をトレーニングす

ることができる。このプログラムの進

行の中で、まず使用するのがスタビリ

ティボールである。他の用具について

は、不安定な状態でのストレングスト

レーニングの概念を説明する際に取り

上げる。表2に示した等尺性エクササ

イズは、脊柱の支持筋に働きかけるた

めにデザインされた。様々な姿勢を保

ちながら、ボール上で身体のバランス

をとらなければならない。それにより、

腰部の筋が張力を発揮し、脊柱の動き

を安定させる。支持筋には、脊椎の各

部分の動きをコントロールする深部背

筋だけでなく、腹筋や股関節屈曲筋、

腰部伸展筋群、股関節伸展筋群も含ま

れる。こうした筋すべてが、特定の動

作で、脊柱を動かしたり、安定させた

りするために機能する。

前述したように表２に示したエクサ

サイズは、安定性プログラムを始める

際の目安である。時間とともに、特に、

健康なクライアントやスポーツ選手で

は、さらに高いレベルの安定性プログ

ラムを取り入れる必要がある。腰痛歴

のないクライアントならば、表２のエ

クササイズを省いて、その次に示した

さらに高度な安定性のエクササイズに

移ることも可能である。ただ、腰痛を

起こしたことがある、あるいは、現在

腰痛があるクライアントは、表２に示

した安定性のエクササイズから始め、

可能な範囲内でさらにレベルの高いエ

クササイズに進むようにしなければな

らない。

安定した状態でのストレングストレー

ニング

クライアントが、腰痛を持っている

人でも、トップレベルのスポーツ選手

でも、体幹筋群の筋力向上は必要であ

る。筋力向上のためのプログラムの第

一歩は、安定した状態で行うエクササ

イズである。腹筋のストレングストレ

ーニングは床上で、腰部の筋力向上は

ハイパーエクステンションベンチや腰

部エクステンションマシーンで行うこ

とができる。Gravesら（1,2）は、腰

部エクステンションマシーンを使った

表１　柔軟性を高めるストレッチング

仰臥位で片方の膝を曲げ、反対側の脚を伸

ばす（腰と股関節伸展筋）

・片脚ずつ

仰臥位で膝を横に倒す（腹斜筋）

・右側

・左側

腹臥位で股関節を床につけたまま、手をつ

いて上体を起こす（腹筋と股関節屈曲筋）

「キャット－キャメル」のストレッチング

（椎間筋）

ハムストリングスのストレッチング

表2 安定性のエクササイズ

腹臥位で行うエクササイズ（腹部下方の下

にバランスボールを置く）

・片脚を上げる（左右それぞれ）

・片脚と反対側の腕を同時に上げる（反対

側も）

・両脚を上げる

・背部を伸展し保持する

ブリッジ（足、または膝をボールに乗せる）

・腹臥位

・仰臥位（肩を床につける）

・横向き（左右それぞれ）
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腰部筋群のストレングス向上の効果を

評価した。骨盤部以外が作用しないよ

うに行うと、この研究の被検者では筋

力、腰部の状態が劇的に向上した。

体幹の筋は、機能的に、疲労しにく

いようにつくられている。動きの最中

にこうした筋が疲労すると、傷害の危

険性が高まる。こうした理由から、表

3に示したエクササイズは、初めは体

重のみを負荷とし（腰部エクステンシ

ョンマシーンを除く）、動作回数を多

く、各エクササイズを均等に行う。腰

部に問題がなければ、漸増オーバーロ

ード、特異性の原則を適用する。体重

だけでは負荷として不十分になったら、

負荷を加える。それぞれのストレング

スエクササイズは、体重を負荷として

100回繰り返せるようになったときに、

初めて負荷を加えてよい。負荷は、胸

や頭上など様々な位置で持つことがで

き、負荷を徐々に高める。表３には、

ストレングスエクササイズの例を挙げ

てある。希望があれば、クランチの種

類を変えてもよいが、プログラムに腹

部の各筋群をターゲットとする動作を

取り入れるようにする。腰部エクステ

ンションマシーンの効果を評価した研

究がある（1,2）が、トレーニングの

from Strength and Conditioning Journal

週を通して２種類の腰部伸展のエクサ

サイズを組み合わせることでも、最大

の効果が得ることができる。

不安定な状態でのストレングストレー

ニング

コアトレーニング・プログラムでは、

安定性と筋力のトレーニングの両方が

行われるが、それらを別々にトレーニ

ングすべきではない。体幹の筋の安定

性を鍛えるときに不安定な状態でのス

トレングストレーニングを組み込むこ

とが、最もよい結果につながるのでは

ないかと考えられる。腰痛の危険性が

最も高いのは不安定な状態である。安

定性のトレーニングは、脊柱支持筋の

アイソメトリックな筋力だけを高める

ので、あらゆる状況に対処するために

は不十分かもしれない。不安定な状態

でアイソトニックストレングストレー

ニングの動作を行うことにより、筋力

は向上するが、これがコアトレーニン

グを行う最終的な目的である。

不安定な状態でのストレングストレ

ーニングは、現在ある器具を使って簡

単に行える。筋力はアイソメトリック

トレーニングでも向上するが、アイソ

トニックエクササイズのほうが、日常

生活や競技での動作に効果の高い、よ

り機能的なストレングスを向上させる。

表３のエクササイズで体幹の筋力の

基礎はつくられるが、より複雑なエク

ササイズによっても筋力が得られる。

起きている時間の大部分は、不安定な

状態で体幹の筋が働いている。となれ

ば、なぜ安定した状態のみでストレン

グスエクササイズを行わなければなら

ないのだろうか。安定するためだけの

筋力は必要である。しかし、表4に示

したのは、不安定な状態でさらに体幹

の筋力を向上させる方法例である。こ

うしたエクササイズでも、筋力向上の

ためには、漸増オーバーロード、ピリ

オダイゼーション、特異性の原則を適

用するべきである。まず体重のみを負

荷として始め、その後ダンベル、ウェ

イトプレート、メディシンボールなど

で負荷を加えていくとよい。負荷を加

えることにより、体幹の筋や支持筋へ

のオーバーロードが増加していき、体

幹の総合的な筋力の向上に役立つだろ

う。表４に挙げた立位で行うエクササ

イズを重視すべきである。立位で行う

ことのできる体幹のエクササイズはこ

れ以外にも多数あるが、こうしたタイ

プのエクササイズを取り入れることで、

あらゆるクライアントに多大な効果が

上げられる。機能的なコアトレーニン

表3 ストレングスエクササイズ（安定した状
態）

クランチ（初めは体重のみで行い、徐々

にウェイトを加える）

・膝を曲げて

・脚を伸ばして

・脚を上げて

・Vアップ（修正型、完全型）

腰部伸展（ハイパーエクステンション・

ベンチで）

腰部伸展（ウェイトマシーンで）

表4 ストレングスエクササイズ（不安定な状
態で）

スタビリティボール（殿部、または腰部

の下にボールを置く）

・クランチ

・ツイストクランチ

・腹臥位でのリバースクランチ（足をボ

ール上に乗せ、ボールを転がして、膝

を胸に近づける）

・リバースクランチ（腰をボールにのせ

て）

ディクラインベンチ

・クランチ

・ツイストクランチ

インクラインベンチ

・リバースクランチ（脚を伸ばして）

・リバースクランチ（膝を曲げて）

ハンギング・レッグ（ニー）レイズ

立位で（最初は両足立ちで、その後片足

立ちで行う）

・クランチ

・ツイストクランチ

・側屈

・体幹の回旋
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グを目指すことで、不安定な状態での

ストレングストレーニングは優れた成

果を生む。

プログラムデザインと注意点

表5は、推奨されるトレーニングプ

ログラムの要素をまとめたものである。

プログラムは、クライアントのこれま

での病歴やトレーニング歴に基づいて

作成しなければならない。フィットネ

スレベルと医療上の問題は人により異

なるため、１つのプログラムが誰にで

も勧められるわけではない。このプロ

グラムは、柔軟性、安定性、筋力、安

定化を伴う筋力という４つの側面を基

礎としている。各エクササイズが次の

エクササイズの基礎となっているので、

表5に示した順序で行わなければなら

ない。これらの面を徐々に高めていく

トレーニングをしていけば、体幹の筋

の総合的な健康状態が改善するという

結果につながるだろう。

実施できるエクササイズは数多くあ

るので、ある側面の体幹の筋のトレー

ニングには毎回のワークアウトで行う

ことのできるものもある。トレーニン

グ、特に「安定化を伴う筋力」のトレ

ーニングを行う際には、変化をつける

ようにする。体幹の筋のトレーニング

における４つの側面をオーバートレー

ニングや傷害を起こさずに行うために、

何がクライアントにとって最も効果が

あるのかを試行錯誤して見つけ出すと

よい。筋力トレーニングは、どちらも

動作回数を多く維持する。疲労が起こ

ってきたら、ケガをするおそれがある

ので、それ以上無理はさせないように

する。種目ごとの動作回数のバランス

をとり、各種目とも30回×３セット

というように各部分のトレーニング量

が等しくなるようにする。一般的な目

安ではあるが、これに従うと、トレー

ナーはクライアントが最良の効果を挙

げることのできるプログラムを作成し

やすいだろう。

どういったプログラムでも、正しい

フォームであるかどうかについて特に

注意を払い、適切な監督下で行われる

べきである。どの時点でも、特定の動

作によって、痛みが起こったり、悪化

したりした場合には、その動作の代わ

りになる別の種目を見つけなければな

らない。筋のコンディショニングを行

うという性質から、遅発性筋肉痛が起

こる可能性があるが、プログラムの進

行を速めすぎて、ケガ、痛みの長期化、

不快感を起こす危険性を高めないよう

に細心の注意を払わなければならない。

腰痛を起こしたことがある人は、安全

に行えるトレーニングの種類について

医師に相談すべきである。
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表5 全体のプログラム

柔軟性のストレッチング

ストレングスエクササイズ

安定性のエクササイズ

安定化を伴うストレングスのエクササイ

ズ

・スタビリティボールと立位でのエクサ

サイズ（週2回）

・ディクラインベンチ、インクラインベ

ンチ、ハンギングエクササイズ（週2

回）




