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 コアコンディショニングとは  

こんにちは JCCA（日本コアコンディショニング協会）副会長の石塚です。私達

JCCA は“コアコンディショニング”の普及を目的として活動している団体です。アシス

ティックに関しても、桑井氏と共にコアコンディショニングの概念に基づきメソッドを構

築してまいりました。ここではコアコンディショニングの概念とアシスティックのメソッド

となる考え方に関してお伝えいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

らゆる動作の基礎となる良好

な「姿勢」と「動き」の獲得を目

指すコアコンディショニング 

 日常生活で起こる不定愁訴、運動をして

いて起こる痛みや怪我、運動選手が怪我の

予防や再発予防のために実施すべきことは、

その原因となっている不良な動作を特定し、

それを効率的で負担の少ない良好な動作へ

改善することです。しかし、その全体の動作

を改善するためには、身体の部位ごとに適

切な動きを引き出すこと、適切な位置での

適切な安定性を引き出すこと、そして、隣接

する部位の連動性を引き出すことが必要と

なります。このあらゆる動作を改善させる

ための基礎となるのが、良好な「姿勢」であ

り、体幹と四肢が協調した「動き」なのです。

良好な「姿勢」と「動き」に欠かせないのが

コアの機能であり、そのコア機能をヒトの

発育発達過程に沿ってエクササイズを進め、

本来あるべき状態へ導いていく考えとその

方法が“コアコンディショニング”です。 

 ヒトの発育発達過程とは赤ちゃんが地球

の重量環境下で自由に立って歩き回るため

に試行錯誤しながら行う全ての動作であり、

その姿勢や機能の獲得要素により細分化さ

れます。コアコンディショニングではその

過程を大きく３つのステージと流れに分け

ています（コアコンディショニングピラミ

ッド）。 

 

『整える、安定させる、協調させる』という

段階的な流れです。ヒトがコアの機能を学

習し、動作の基礎を獲得してきたこの流れ

で進めることで、誰でも本来あるべき良好

な動作を身につけ、動作不良によって起こ

る様々な問題の解決へと導くことができま

す。 

 また、機能解剖学的な視点になりますが、

コアはおおよそ“みぞおち”の位置で上部の

アッパーコアと下部のローワーコアとに分

けることができます。アッパーコアは構造

的に安定していますが、その分、可動性が低

下し動きにくくなるという特徴があります。
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一方、ローワーコアは構造的に不安定であ

り、コア全体や内臓の重さがかかってくる

分、安定性が低下しやすいという特徴があ

ります。ですので、アッパーコアはよく動か

して可動性を高める必要があり、ローワー

コアは適切な位置で動きがでないように安

定性を高める必要があります。 

 

らゆる動作の基礎の獲得を目

指すアッパーコアをターゲット

にしたルーティンセブン 

 アシスティックの導入エクササイズとし

てアシスティックストレッチであるルーテ

ィンセブンを紹介しています。このルーテ

ィンセブンはアッパーコアの可動性向上を

目的とする７つのエクササイズで構成され

ています。なぜ、このアッパーコアへのアプ

ローチを導入として紹介したのか？それに

は、3 つの理由があります。 

 １つ目の理由は、上述したように、アッパ

ーコアは可動性が低下しやすいという特徴

があるからです。普段の生活の中で、アッパ

ーコアの動きにくさを感じることはないと

思いますが、アッパーコアの可動性が低下

することで、肩こりや首のこり、肩の痛み、

腰痛などの不定愁訴が出やすく、また、膝

痛、ふくらはぎの張りなど下肢の問題が発

生しやすくなります。この全身の問題に繋

がるアッパーコアの可動性低下を食い止め

るためには、胸郭や肩甲骨を中心としたア

ッパーコアを積極的に動かす必要がありま

す。しかし、すでに筋・筋膜の伸張性が低下

し、硬くなってしまっている部位の伸張性

を高め動くようにするためには、トレーナ

ーなどの専門家に伸ばしてもらう必要があ

り、これまで一人では効果的に伸ばすこと

ができませんでした。そこで、一人でも効果

的にアッパーコアの可動性を向上させるエ

クササイズとして、ルーティンセブンをア

システィックの導入エクササイズとして紹

介しました。 

 ２つ目の理由は、ヒトの発育発達過程の

流れである『整える、安定させる、協調させ

る』の順に進めることで、動作の改善がしや

すくなるからです。 

 

ルーティンセブンの７つのエクササイズの

中でアッパーコアの筋・筋膜を動かし緩め

て関節の可動性を出すことで、姿勢を整い

やすい状態へと導くことができます。生ま

れたばかりの赤ちゃんは柔らかな筋と関節

の動きを持っており、そこから多様な運動

を繰り返し、重力環境下で立って自由に動

ける安定性を獲得していきます。しかし、す
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でにこの重力環境下で不自由なく動ける安

定性を獲得し、生活の中で大きく動かすこ

とが減ってしまい硬くなってしまっている

青少年から大人は、ストレッチポールでの

「ゆるめて整える（コアリラクゼーション）」

だけでは、アッパーコアの十分な可動性を

得ることができずに、姿勢改善が思うよう

に進まないケースも見られます。赤ちゃん

や幼児期の子どものように柔らかく動くア

ッパーコアへ近づけるルーティンセブンを

取り入れることで、『整える、安定させる、

協調させる』流れに沿って、より効果的に動

作の改善へ導くことができるようになりま

す。 

 ３つ目の理由は、多くのスポーツ現場、医

療現場、フィットネスの現場では下肢や体

幹の機能向上を目的としているものが多く、

アッパーコアのケアや機能向上を狙ったエ

クササイズが行われていないように感じて

いたからです（もちろん、その大事さは多数

の書籍や文献でも言われていますので、指

導実践されている指導者の方はいると思い

ます）。考案者・開発者である桑井氏は、

「元々水泳選手のケアとして行っていたア

ッパーコアのアプローチを、下肢の障害に

悩む陸上長距離選手や下肢の問題を抱える

一般の方へ応用することで、下肢の障害や

問題の再発予防になることを数えきれない

くらい経験しています」と話します。また、

「選手はパフォーマンスの面でも変化を実

感しますし、一般の方も楽に動けることを

実感していただけます。そうすると、選手や

一般の方は自らルーティンセブンを主体的

に実施していただけるようになります。」と

も桑井氏は話されています。ですので、効率

的な全身の動作を導くために欠かせないこ

のルーティンセブンを、より多くの現場で

セルフコンディショニング（手法）として専

門家（健康教育者）のあなたからクライアン

ト様へ紹介していただきたいと思っていま

す。 

  

アコンディショニングピラミッ

ドに基づきアシスティックを

活用することで、さらにクラ

イアントの状況に合わせたコンディショ

ニングの提供が可能に！ 

 ルーティンセブンは上述したように硬く

なり動きにくくなるアッパーコアを中心と

して筋・筋膜を「動かし緩め」可動性を高め

ることを狙いとしています。これは、ストレ

ッチポールで脱力することとは異なります

が、縮こまった筋・筋膜の伸張性を取り戻す

とともに、筋は適度に伸ばされるとその直

後脱力されやすいという筋の特性を利用し

たものとなっています。このルーティンセ

ブンで動かし緩めてアッパーコアの可動性

を高めた後、ヒトの理想的な姿勢であるニ

ュートラルポジションが取りやすくなりま

す。ですから、ルーティンセブンの次にコア

コンディショニングピラミッドの流れ通り

『安定させる、協調させる』をアシスティッ

ク®︎を用いて立位、もしくは、座位にて実施

することができます。 

 JCCA ではコアコンディショニングのエ

クササイズメソッドの中でストレッチポー

ル®︎EX や MX、もしくは、ハーフカットを

用いて仰向けでのニュートラルポジション

へ導く指導方法を取り扱っています。効果

的なエクササイズですので、ぜひ、クライア

コ 
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ントの指導に活用していただきたいです。

しかし、仰向けやうつ伏せなどの姿勢が取

れない、または、スペースや環境的に床に寝

ることが難しい場合に、アシスティック®︎に

よる『安定させる、協調させる』を提供でき

るようになり、これまで実施してきたコン

ディショニングもこれから実施していくコ

ンディショニングも繋がりを持ってクライ

アントへ提供できるようになります。 

  

elf Conditioningの意識と知識

を普及させるための新たな概念

“My Conditioning” 

 コアコンディショニング協会では、“セル

フコンディショニングの意識と知識”を普

及させる健康教育を価値観として大事にし

ています。その健康教育ができる専門家（健

康教育者）を育成し、その先のクライアント

様の人生に健康面で貢献する教育事業を行

なっています。自分一人でも実施できるセ

ルフコンディショニングという手法とそれ

を教えていく専門家（健康教育者）がいるか

ら、誰でも徐々にセルフコンディショニン

グの手法を日常生活の中に取り入れること

ができるようになり、クライアント様の満

足、そして、健康教育者の価値が高まってい

きます。このセルフコンディショニングは、

現代社会に生きる全ての人にとって、より

よい人生を送るための健康を維持向上させ

ていくために実施していただきたいもので

あり、それを広める健康教育者のみなさま

も増えています。 

 世の中には自分でできるコンディショニ

ングのツールやその方法がたくさんあり、

その情報もインターネットの普及により簡

単に手に入るようになりました。そして、ど

れも素晴らしいもので、適切に、継続的に取

り組めば、怪我や不定愁訴の防止となりよ

り良いコンディションへと導いてくれるも

のだと思います。しかし、ヒトの身体も取り

巻く環境もテクノロジーも変化し続けます。

健康教育者として、目の前のクライアント

様のその変化を把握し、クライアント側か

らの「マイ（私の）」を考えて、セルフコン

ディショニングの手法をお伝えしていくこ

とが、“セルフコンディショニングの意識と

知識”を普及させるために大切だと考えて

います。 

 そこで、我々は、セルフコンディショニン

グの知識と意識をより多くの方へ普及させ

るために新たな概念“My Conditioning” を

提唱していきます。「マイコンディショニン

グ」とは、クライアント様の立場から考え

て、クライアント様が主体となり自分にあ

った方法を習いながらみつけ、継続してい

けるようになる行為全般を示しています。 

 

康教育に関わる全ての方

へ 

 セルフコンディショニング

も含むマイコンディショニン

グという概念、アッパーコアから全身の動

S 

健 
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きの改善に繋げる新たなルーティンセブン、

そして、新たなアシスティック®︎を健康教育

者であるあなたとともにクライアント様へ

届け、クライアント様の価値を高め続けら

れる食える健康教育者として深化、進化し、

真価を高めましょう。それが、人々が動き続

け、より良く動き続けられる世の中を作っ

ていくと信じています。 

 

 

日本コアコンディショニング協会 副会長 石塚 利光 

 

写真 左：JCCA 副会長 石塚利光 氏  右：サンイリオス・インターナショナル代表取締役 桑井太陽 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。 

※ダウンロード元 URL：http://www.assistick.jp 

※日本コアコンディショニング協会：http://jcca-net.com 

http://www.assistick.jp/
http://jcca-net.com/

