


―クランクサイクルや、クランキ
ングに着目した理由は？

館：やはり（スピニングを創出した）
ジョニー・Gが開発したものだったか

日本においてクランキングの開発、
教育研修をプライムエデュケーション
と組んで行うのは、スピニングマスター
インストラクターでもある館正訓氏（ボ
ディーアーキテクト）と、ケアからア
スリートのトレーニングまで対応する
パフォーマンスアーキテクト山下光子
氏（ボディーアーキテクト代表）。ここ
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では、館氏にクランキングの魅力や可
能性について訊いた。（以下、敬称略）

SPINNING® をつくりだし、世界のフィットネス業界を席捲したジョニー・Gが新たにつくりだしたのが、クラ
ンクサイクル。今、このマシンを使ったプログラム、クランキングが世界中に広がり始めている。一見したイ
メージとは異なり、腕や肩だけの限定的なトレーニングだけではなく、全身を使ったフルボディトレーニング
が可能。ケアを必要とするユーザーからトップアスリートまで、使う人を選ばずファンクショナルな運動が行
える。その可能性の大きさについて、すでにこのマシンを大いに活用している各分野の関係者に話を訊いた。

らです。ただ、最初は私にとっては最
高のトレーニングと思えるスピニング
があるのに、なぜクランキングなのか
と思っていました。山下トレーナーが、
ここまでファンクショナルな動きに対
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フィットネスクラブユーザーにも対応するクランキング
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クランクサイクル
身体能力を効率的に高めるフルボディトレーニングマシン



なアイデアをかたちにしてきます。

―クラブがこのマシンを取り入
れるとすると、どう活かしますか？

館：パーソナルトレーングでも、グルー
プエクササイズでも使えると思います
が、私はひとつの提供方法として、パー
ソナルトレーニングを受けたいけれど、
リーズナブルな料金で効果を得たいと
いうお客さまに複数台を使ってクラン
キングを提供するのがよいと思います。
いわゆるセミパーソナルトレーニング
です。こういう方法なら、クラブもス
ペースをそれほどとらずに、パーソナ
ルトレーニングの参加者を増やしてい
きやすくなるでしょう。

― 一見すると手や腕、肩だけを
使ったカーディオマシンに思えますが、
実際に使ってみると実はコアを起点に
ファンクショナルな動きをサポートし、
身体機能を向上させるマシンですね。

館：私もまずこのマシンに出会って３
日間連続して使ってみたのです。手や
脚、肩が相当ガチガチになるかと思っ
たら、そこはそれほど疲労感が残らず、
一番効いたのは体幹部です。まさに
「ファンクショナル」なのですね。実
際に今、翻訳中のマニュアルにも「キ
ネティックチェーンを意識せよ」と
いった言葉がたくさんでてきます。こ
こまで優れたプログラムがトップアス
リートだけでなく、クラブを利用して
いる一般生活者にも提供される時代が
来たのだと実感しました。

―代表的なバリエーションとし
てはどんなものがあるのですか？

館：まず４つの基本動作があります。
１．右腕だけを回すシングル・ライ
ト、２．左腕だけを回すシングル・レ
フト、３．両手を同期させて回すダブ
ル、４．両手を自転車のように交互に
回すスプリット、です。この４つの動
作にそれぞれ前方回しと後方回しがあ
ります。これで８種類。さらに立位と
座位があるので、全部で16種類の代
表的なバリエーションがあります。た
だ、これだけではなく、立位から入っ

応する上半身中心のカーディオ兼用マ
シンは今までになかったんだよ！と力
説してくれ、実際にそのマシンに触
れさせていただくと、「これはすごい。
やはりジョニー・G。すごく考えられ
ているな」と思いました。リハビリテー
ションからトップアスリートのトレー
ニングまで、さまざまなユーザーの多
様なニーズに的確に対応するマシンで
すし、プログラムも無限に創造できま
す。ただただこのマシンの可能性の大
きさに圧倒され、まだスピニングがカ
バーしえない部分がこんなにあったの
かと思いました。

―ジョニー・Gの情熱も感じまし
たか？

館：とても感じました。彼は満足する
ことがありませんから、次々と革新的
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館：そうですね。マシンを使うことに
よって、一般生活者でもファンクショ
ナルなトレーニングが高い精度ででき
るようになるところもよい点ですね。
また、高齢者の健康維持や介護予防と
いったトレーニングが安全に提供でき
ることも魅力のひとつだと思います。
またこのマシンを使って怪我をするこ
とはほぼないでしょう。実際のシーン
では、多くの方がこのマシンに親しみ
やすさを感じて近付いてきます。

―ありとうございます。 

てスクワットやランジのような動作を
しながらクランクを回し続けるといっ
た動きなど、バリエーションも豊富に
あります。腕の力を抜いて大きく、丁
寧に綱を引くように肩を使って回すと
すごくいいフルボディトレーニングに
なります。このトレーニングを山下ト
レーナーがケアしているアスリートた
ちに見せたのですが、皆すごい関心を
示しました。

―トレーナーの指導力次第で、ク
リエイティブなプログラムが提供でき
そうですね。

「インクルーシブ」とは、老若男女、
体力レベルや身体状態に関わりな
く、誰がどんな状態でも利用でき
ることを表す。ここでは、クラン
クサイクルを使ってトレーニング
を始めた車椅子テニスプレーヤー、
岩田守氏の取り組みを紹介したい。

クランクサイクルを幅広く活用し
ている松田整形外科記念病院（北
海道・札幌）内の「メディカル
フィットネス C-Link」にその活用
法や利点を訊いた。

日野自動車にフルタイムで勤務しな
がら、プレーヤーとして車椅子テニス
を続け、現在日本のトップランク選手
となっている岩田守氏。テニスを始め
たのは、23歳のときに勤務中の事故
で負傷し、車椅子の生活となってから。
これまではテニスの実践形式の練習を

中心に行ってきていたが、このクラン
クサイクルに出会ってトレーニングを
始めてみたところ、「一遍で魅せられ
た」という。テニスパフォーマンスの
動きに近く、競技力向上につながりそ
うな感じがしたことに加え、「筋肉痛
になるかと思ったら、（体幹や背部を
中心にファンクショナルな動きをして
いることから）それほど筋肉痛が残ら
なかったこともよかった」という。現
在は、プライムエデュケーションの日
本橋スタジオで定期的にトレーニング
を行っているが、今後は所属の自社工
場付属のトレーニングルームに置い
て、毎日トレーニングをしていく計画

をもつ。岩田選手は、現在世界ラン
クで50位前後、日本ランクで５位前
後であるが、このクランクサイクルで
トレーニングを重ね、パワーをつけて
ランキングを上げていくつもりだ。そ
して「2012年のロンドンのパラリン
ピックへの出場枠を得たい」と思って
いる。ぜひ出場してほしい。

当施設は、パーソナルトレーニング
を中心にメディカルフィットネスとい
う観点から、さまざまな対象者に対応
できるハードのツールとして「クラン
クサイクル」を導入している。具体的
には、患部アプローチ前のウォーミン

グアップを中心に、有酸素運動や患部
以外の全身コーディネーションとして
のコアトレーニングのひとつとして、
またハートレイトを使用してのイン
ターバルトレーニングなどを行うコン
ディショニングのひとつとして、クラ
ンクサイクルを使ったトレーニングを
行っている。そのほか、回復に向かっ
ては座位から立位に変更して、下肢の
トレーニングへ移行していくように
使っており、さまざまなスタイルで多
様なプログラムの提供を行っている。

同施設統括トレーナーの小柳利哉氏
は、次のようにクランクサイクルの
利点と展望を語っている。「以前から、
クライアントに下肢疾患や肥満を抱え
た方が多いにも関わらず、日本の施設
では、アッパーマシン導入率が低いと
感じていました。この『クランクサイ
クル』はニーズ性が高いと実感してい
ます」。
今後、同施設はさらにプログラム開
発を行い、クランクサイクルの台数も
増やしていきたいと考えている。
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2012年のロンドン・パラリンピック出場を目指す車椅子テニスプレーヤーも活用

Medical Fitness
ロコモティブシンドロームからアスリートのリハビリまで幅広く対応
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“姿勢の改善 ”を積極的に提案、
提供しているザ・ビッグスポーツ
でもビック・エス大日店にクラン
クサイクルを設置して、積極的に
オリジナルのプログラムを提供し
ている。

クランキングのプログラムの展開と
教育研修を担当するのは、株式会
社プライムエデュケーション（東京・
日本橋）。同社代表取締役酒井東
吾氏に今後の方向性を訊いた。

株式会社ザ・ビッグスポーツ　人事本部　人材開発・商品企画部　
スーパーバイザー兼姿勢エグゼクティブアドバイザー 藤田修一氏

ザ・ビッグスポー
ツで姿勢エグゼ
クティブアドバ
イザーを務める
藤田修一氏
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教育研修を担当す
るプライムエデュ
ケーション代表取
締役　酒井東吾氏

姿勢エグゼクティブアドバイザーを
務める藤田修一氏は、かねて上半身の
筋肉を連続して使うことで、高い運動
効果が得られるマシンがないかと探し
ていた。今年６月のヘルスフィットネ
スジャパン（HFJ）のジョンソンヘル

酒井氏は、IDEAコンベンション
2010で、ジョニー・Gに直接指導を
受け、このクランクサイクルを使った
エクササイズがストレングスとカー
ディオの両方のトレーニングを効果的
に、しかもコアからローワーバックに
かけてバランスよくファンクショナ
ルに行えることを体感した。「これは、
教育研修さえきちんとすれば、必ず
多くの人々に受け入れられるだろう」、
そう確信したという。さらに、このプ
ログラムの開発や日本での展開に、当

ステックのブース。そこで藤田氏はク
ランクサイクルを見かけ、一目で気に
入った。「これは、肩関節週辺に不具
合を抱えているお客さまにぴったりの
マシンだ。姿勢の改善にもつながる」。
そこで、昨年リニューアルして、すべ
て「マトリクス」ブランドのマシンが
配置されているビック・エス大日店に
さっそく１台導入し、簡単なプログラ
ムをつくり、提供してみることにし
た。１．座位で前方に交互に回転させ
る（３分）、２．休憩（１分）、３．座
位で後方に交互に回転させる、４．休
憩（１分）、５．立位で前方に交互に
回転させる（２分）という流れで構成
した10分間のプログラムである。
現在１時間あたりおよそ４名のお客
さまが利用している状況が続いており、
人気は高い。というのも、同クラブが
姿勢の改善のためと勧めているグルー

プエクササイズクラスの「姿勢プラス」
と親和性が高く、胸を開き体幹を締め
た姿勢で大きくクランクを回すように
してエクササイズすることで、姿勢改
善効果も高められるため、積極的にス
タッフが勧めていることもある。会員
さまによっては筋力トレーニング後に
仕上げのエクササイズとして取り入れ
ている方もいる。また、このマシンで
エクササイズをすることで、背部の血
流が促進され、肩こりや四十肩といっ
た症状を和らげられることから、中高
年層の利用も多い。さらに、膝に疾患
を抱えていて医師にプールでの歩行を
勧められている会員さまのなかにも
「このマシンなら使える」とジムに来
て活用されている方がいる。
今後の展開について、藤田氏は「台
数を増やしてさらに効果的なプログラ
ムを開発していきたい」と語っている。 

株式会社プライムエデュケーション　代表取締役　酒井東吾氏

社のスタジオでスピニングやコンディ
ショニングのクラスを担当しているボ
ディーアーキテクトの山下光子氏、館
正訓氏がかかわることを知り、一緒に
本プログラムの開発、教育研修ができ
るならと、ジョニー・Gの『COLLEGE 
OF KNOWLEDGE社』と契約し、クラ
ンキングの日本でのソフト面の統括を
することを決めた。
同社はMATRIX FITNESS（ジョン
ソン社）をパートナーとして、クラン
クサイクルの基本的な使い方からクラ
ンキングの展開まで、ソフト面を完全
にバックアップする態勢をとっている。
同社の日本橋スタジオで、今後体験会
や研修会も積極的に実施していく予定
である。クラブ運営に必要なアイテム
になることは間違いないだろう。

Fitness
姿勢の改善にも効果を発揮

Education
プログラムの開発・教育研修を完全にバックアップ
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◆ KRANKING® 体験会
※ジョンソンヘルステックジャパンブース内にて随時開催
スポーツサイエンス・テクノロジー 2010
日程：2010年12月17日（金）・18日（土）・19日（日）
場所 : 東京ビックサイト西１ホール 
HP : www.sports-st.com

◆ KRANKING® トレーナー認定　
ファンダメンタルコース 
日程：2011 年 1 月 30 日（日）
時間：10：00 ～ 18：00

◆第２回東京オープンカレッジ 
日程：2011 年 2 月 26 日（土）
時間：10：00 ～ 18：00
※料金、定員など、詳しくは下記までお問い合わせください。

◉問い合わせ先
株式会社プライムエデュケーション
KRANKING® エデュケーション事務局
TEL：03-6410-7990　FAX：03-6410-7992
E-Mail：info@keepkranking.jp
HP：www.keepkranking.jp




