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アクティベートはバース大学とイングランドラグビーフットボー

ル協会の協力によって開発されました： Grant Trewartha博士,  

Keith Stokes教授,  Matthew Attwood博士, Dr Mike Hislop博士 

(以上、バース大学), Simon Kemp博士, Mike England博士 (以

上、イングランドラグビーフットボール協会)。 

Alasdair Dempsey博士 (グリフィス大学), Carolyn Emery教授 

(カルガリー大学), Richard Mack博士 (バースラグビー),  Katie 

Morris氏 (イングランドラグビーフットボール協会),  Des Ryan

氏 (アーセナルフットボールクラブ), Evert Verhagen教授 (VU大

学), Matthew Cross博士, Carly McKay博士, Simon Roberts博士, 

Sean Williams博士, Vincent Singh氏,  ShaunWilliams (以上、

バース大学) らもプログラム内容の開発と改善に貢献しました。 

 

アクティベートを裏付けるエビデンス 

26-40%   29-60% 
減少                 減少 

軟部組織傷害において1,2         脳振盪において1,2 

ラグビーにおいて選手の健康と幸福(ウェルフェア)は優先されるこ

とですが、ワールドラグビーに関わるすべての人が試合中の傷害減

少が示された革新的でエビデンスに基づいた手段を利用できるよう

に、ワールドラグビーは継続的に努めてきました。 

アクティベート傷害予防プログラムは育成年代と成人のラグビーに

おいて、傷害、特に軟部組織傷害と脳振盪を減少させる可能性を持

つ、エビデンスに基づいた手段の一例です。安全性向上に貢献する

だけなく、傷害件数を減らし、また、傷害によって失われるたくさ

んの時間を減らすことで、競技発展と選手のパフォーマンスに利益

をもたらします。そして、そのことが選手保護とフィールドにおけ

るチームの成功の可能性を後押しすることの手助けとなります。 

科学的エビデンスに基づいていることは重要であり、同時に、アク

ティベートは一般的なラグビー環境にも適するように作成されてい

ます。したがって、プログラムは日常的に正しく利用されれば、選

手やコーチがプログラムの大部分を吸収できるでしょう。 

イングランドラグビーフットボール協会とバース大学と協力して、

ワールドラグビーはラグビーコーチにアクティベートプログラムを

強く推奨します。 

Martin Raftery博士 

チームメディカルオフィサー、ワールドラグビー
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アクティベートとは？ 

アクティベートはトレーニングセッションや試合前のウォーミング

アップの一部として用いるために作成された、系統的かつ漸進的な

運動プログラムです。 

このプログラムは科学的エビデンスと専門家の意見をもとに開発さ

れたと同時に、実際に活動するコーチからのフィードバックによ

り、一般的なラグビー環境で用いるのに適したものになりました。 

アクティベートは以下の4版に分かれています： 

• 15歳以下 (13–15歳) 

• 16歳以下 (15–16歳) 

• 18歳以下 (16–18歳) 

• 成人(18歳以上) 

シーズンを通して使えるように、各版はいくつかの漸進的なフェー

ズに分かれています。 

全版のプログラムにおいて、同様に構成され、同じタイプのトレー

ニング種目が含まれています。 

• 全身の運動コントロールを改善するためのバランス動作とホ

ップ動作 

• 下半身と上半身の筋力とコントロールを高めるための自体重

またはパートナー負荷の運動 

• 下半身と上半身のパワーを高めるためのプライオメトリック

運動 

• プレー中にこれらの動作を行う際のコントロールとテクニッ

クを高めるための着地とサイドステップ動作 

研究により、このプログラムが育成年代と成人のラグビー選手にお

いて、筋や靭帯の傷害数を減らし(26-40%)、脳振盪の数を減らす

(29-60%)ことが示されました。また、このプログラムをより高頻度

に用いることで、傷害リスクをさらに減らすことが示されました。 

 

本マニュアルはコーチがアクティベートを用いる際の手助けをするた

めに作成された一連の資料の一部です。さらに、コーチングキューカ

ードや各運動の見本動画はワールドラグビーのプレイヤーウェルフェ

ア(http://www.playerwelfare.worldrugby.org/)において無料で視聴

でき、アップルやアンドロイドのアプリストアからスマートフォン用

アプリをダウンロードできます。 

このマニュアルには、プログラムをどのように用いるべきかという重

要な情報が含まれます。プログラムをできるだけ記載通りに原型に近

づけて行うことで、プログラムの効果を最大限得られるでしょう。 

コーチが、プログラムをどのように提供するか理解し、選手が良いコ

ントロール、バランスやテクニックですべてのエクササイズを実施で

きるように働きかけ、いつ選手を次の段階のプログラムに進めるかを

認識することが重要です。コーチがオンライン資料にアクセスするだ

けでなく、2019年と2020年に各ユニオンやワールドラグビーのトレー

ナーやエデュケーターが提供する対面のコースに出席し、アクティベ

ートの理解をさらに深め、実践の場を共有することを推奨します。 

アクティベートを用いる利点とは？ 

アクティベートを用いると、選手の以下のことが高まり、改善されま

す： 

・全身の運動コントロールとスキル－アクティベート内の多くの運動

が、ラグビープレー中の様々な動作の安全かつ効果的な実行を決定づ

ける、スタビリティとモビリティを高めることを促進します。 

・コンディショニングと競技パフォーマンス－アクティベートの漸進

的な特性により、選手の様々な競技パフォーマンスが改善されます。

例えば：筋力、パワー、走行速度、そして効率的な方向転換能力 

・身体的な頑強さ－アクティベートを用いることで、ラグビー中に受

ける外力に対応する筋、腱、靭帯の機能が高まり、ラグビーやその他

の競技中にこれらの構造が損傷を受けるリスクが軽減されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
二人組になり、お互いに右手

首を握り合う 

お互いに、相手の肩を右手で触

れようと試みて、同時に相手の

この動きを阻止する 
 

重要なキュー：肩甲骨を寄せる。体幹を

固める。 

シングルアーム・ロー 

S:1  R:左右各2回 

重要なキュー：頭を真っすぐに。

肩甲骨を寄せる。体幹を固める。 

• 選手１は両腕を肩の高さまで

上げ、選手２は選手１の両手

首を握る 

• 選手２は素早く選手１の両手

を上下に振り、選手１は抵抗

しようとする 

ショルダー・‘ワークアウト’ 

S:2  R:1 

 

http://www.playerwelfare.worldrugby/
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アクティベートはどう使うべきか？ 

準備 
アクティベートはトレーニングの初めや途中、また、試合前のウ

ォームアップの一部で用いられます。選手やコーチがエクササイ

ズに慣れるまで、育成年代プログラムは15-20分かけて実施し、

成人プログラムは20-25分かけて実施すべきです。 

 
 

 

 

また、コーチはいくつかの運動をより意図的に、選手を楽しませ

ることができると感じれば、ラグビーボールや他の道具を     

導入することもできます。 選手がある動作を一定時間    

(例えば３０秒間)行わなければならないとき、コーチで

プログラムはランニングによるウォームアップから始まり、着地

や方向転換を行う際の下半身のバランス、筋力、パワー、モビリ

ティ、そしてコントロールを訓練し高めるための運動に続きま

す。運動を実施するには広範囲の天然芝や人工芝が最適ですが、

滑らない室内環境(例えば、スポーツホール)でも行うことができ

ます。コーチは常に、選手がいかなる危険性もなく運動を実施で

きる場所であるか確認しなければいけません。 

はなく、他の誰か(例えば、アシスタントコーチや参加

していない選手)が時間を計るのが最適です。そうする

と、コーチは選手のテクニックを評価することに集中で

きます。 

 

プログレッション 

 

 

 

アクティベート実施時に推奨されるレイアウト： 
 

アクティベートは最小限の道具のみを必要とします。準備するの

は、運動を実施する範囲を示すためのいくつかのコーンだけで

す。ランニング運動はグループで行われますが、アクティベート

の多くの運動は個人またはペアで行われます。 

アクティベートはいくつかの漸進的なフェーズを含みます(育成年

代-4フェーズ;成人-7フェーズ)。選手はプレシーズンの初めから

プログラムを開始すべきですが、その後インシーズン中でも開始

することは可能です。シーズンの後半で開始する場合でも、すべ

ての選手がプログラムの初期フェーズから開始し、その後フェー

ズを進めていくべきです。 
 

 

選手の身体的能力を刺激し高めるために、フェーズを進めていくと運動

はより要求の高いものになるように作成されています。一般的に、選手

の運動のコントロール、バランス、テクニックを適したレベルまで高め

るためには、次のフェーズに移行する前に各フェーズで6-8週(もしプロ

グラムを週に2回実施すれば12-16回)要します。また、グループ内の

個々人の要求に適したものにしたり、要求を高めたり落としたりするた

めに、同じフェーズ内でもいくつかの運動を変更することは可能です。

 

Key cues: Chest up. Hip, knee, ankle in line. Knee over toes. 

75% 

From standing start, accelerate up to 75% pace 

length and flexing at the hips and knees 

Once at 25% pace, perform a plant and cut to the 

left or right and accelerate forwards again 

Run, Set, Cut S:1 R:2 each direction 



アクティベート マニュアル

育成年代プログラム構成 

育成年代プログラムの各フェーズは、4つのパートにわかれ、合

計で16個の運動を含んでいます。  

成人プログラム構成 

成人プログラムの各フェーズは、4つのパートにわかれ、合計

で12個の運動を含んでいます。 

 

  

パート フォーカス 時間 運動の数 

A ランニングによる準備と方向転換の練習 

フォーカス: 体幹と下肢の運動コントロール

を高めるランニングテクニック、コーディネ

ーション、方向転換 

2分 3 

B 下半身バランストレーニング 

フォーカス: 動的または静的活動における運

動コントロールを高めること 

4分 2 

C レジスタンストレーニング 

フォーカス: 上半身と下半身の筋力、モビリテ

ィ、そしてスタビリティを改善します 

8分 5 

D 着地、方向転換、プライオメトリクス 

フォーカス:管理された着地と方向転換にお

ける体幹と下肢のコントロールを改善します 

6分 2 

 

パート フォーカス 時間 運動の数 

A ランニングによる準備と方向転換の練習 

フォーカス: 体幹と下肢の運動コントロ

ールを高めるランニングテクニック、コ

ーディネーション、方向転換 

10分 

 

2 

B 動作、筋力、バランスの幅を広げる 

フォーカス: 上半身と下半身の運動コ

ントロールとモビリティを高めます 

7分 6 

C 筋力、安定性、アジリティ、パワー 

フォーカス: 上半身と下半身の筋力、スタ

ビリティ、そしてモビリティを改善します 

7分 6 

D 筋力と持久力 

フォーカス: 無酸素性持久力と頸部筋力を

高めます 

6分 2 
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アクティベートを効果的なものにするために、選手は正しいコント

ロール、バランス、そしてテクニックで動作を行う必要がありま

す。プログラムをリードするコーチは選手を評価する上で重要な役

割を担っています。パフォーマンスを改善し正しいフォームで運動

を実施できるようにするために重要な指導ポイントを伝えなければ

いけません。 

プログラム初期や新たなフェーズの導入初期には、コーチは以下の

点の実践について考えなければいけません： 

• 新しい運動に慣れるために、新フェーズを始める前に少し時

間を取ります。各運動をどのように行うかを理解するため

に、各運動の動画を見ること、プログラムマニュアルを読む

ことができるでしょう。 

• 新フェーズの最初のセッションでは、普段よりも少し長い時

間を割きます。そうすれば、コーチは慌てることなく、選手

に各運動の指導ポイントを伝え、選手の理解を確かめること

ができます。 

• 選手に対して、プログラムの各パートの目的とその効果を説

明します。 

• 選手集団全体に対して、正確なテクニックを実際にやって見

せる。グループ全体を見るために、ある選手に実際にやって

示してもらうことで、選手が運動を行っている間に重要な指

導ポイントを言うことができます。 

• 選手がどのように運動を実施すべきかを感じるために、ペア

や少人数グループで運動を試してみましょう。 

各フェーズにおいて、一度、選手が運動に慣れきたら、コーチは下

記のことを強調すべきです： 

• 各運動に特異的な重要なキューポイントの数を絞ります。 

• 動作を実施する際は、量よりも質を優先します。 

 
 

• より上の年代や成人においては、ペアや少人数集団で実施で

きれば、お互いに指導し合うように促します。 

• 選手が運動を実施するところを観察し、必要であれば、正確

なテクニックのために建設的なフィードバックを提供しま

す。 

• 正しいコントロール、バランス、テクニックで運動を実施し

た選手をみんなの前で褒めます。 

 “キー・アクティベート・8” コーチングキュー 

各運動にはコーチが選手を指導する際に用いるべきいくつかの特有

のポイントがあり、多くの運動においてコーチが用いることができ

る共通するキューもあります。それらのキューにより、コーチは選

手が良い姿勢とコントロールで運動を行えるように指導することが

できます。これらのキューは、“キー・アクティベート・8”と呼ば

れ、以下を含みます： 

• 頭を真っすぐに / 顔を上げる  

(“サングラスの上から見る”イメージ) 

• 胸を張る 

• 肩甲骨を寄せる 

• 肩と股関節が平行 

• 体幹を固める 

• 膝を柔らかく使う 

• 股関節、膝、足首が一直線 

• つま先の上に膝がくる 

アクティベートプログラムに含まれる各運動は、この8つの重要

なキューの中の2～3個が基本的に含まれます。 

アクティベートはどのように選手に指導されるべきか？ 
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よくある質問 

アクティベートプログラムの典型的なフェーズには、どのような運動が含まれていますか？ 

育成年代と成人の両者のプログラムには、基本的に以下のトレーニング形態が含まれています：ランニングと方向転換を基本とする動作、下半

身のバランストレーニング、プライオメトリクスと着地動作、自体重またはパートナー負荷によるトレーニング。ここでは、育成年代(U-16)と

成人のアクティベートプログラムを例に挙げます。 

育成年代 (U16) フェイズ例 

パート 

A 

スネークラン 2回×15メートル 

ウォーキング・クランチ 2回×15メートル 

プラント＆カット 4回×15メートル 

パート 

B 

（閉眼）シングルレッグ・バランス 6回×左右各3秒 

（前方）ホップ＆スティック 左右各6回 

パート 

C 

ゾンビ・スクワット 8回 

シングルレッグ・ブリッジ 左右各4回 

プランク・ウィズ・オルタネート・レッグレイズ 30秒 

プレスアップ・トゥ・プランク 4回 

スタティック・ネック・コントラクション 各方向10秒 

パート

D 

サイドステップ＆スウェイ 左右各3回 

ポーゴ・ジャンプ 16回 
 

成人フェイズ例 

パート

A 

 スモールサイドゲーム 5-10分 

スネークラン 2回×15メートル 

パート

B 

スクワット・スタンド 12回 

ヒール・トゥ・トゥ・ウォーク・ウィズ・ニーレイズ 2回×15メートル 

シングルレッグ・バランス・バックスラップ 左右各30秒 

ショルダー・スタティック・レジスティッド・ラ

テラルレイズ 
2回×15秒 

ショルダー・スタティック・レジスティッド・エ

クスターナルローテーション 
2回×15秒 

アラベスク・ウィズ・エアロプレーン 左右各10回 

パート

C 

マウンテンクライマー 6セット×5回 

（前方）ホップ＆スティック 左右各6回 

ポップ・プレスアップ – ワイド・トゥ・ナロー 15回 

ジョギング・ハイボール・ジャンプ 2セット×5回 

ダイアゴナル・スキップ・トゥ・スウェイ・ランジ  2セット×5回 

ショルダー・ワークアウト 2セット×15秒 

パート

D 

5mシャトル – リピート・スプリント・コンディショニング 2セット×30秒 

スタティック・ネック・コントラクション 各方向15秒 
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アクティベートのどの版を用いるべきでしょうか？ 

選手が年齢を重ね、より多くのトレーニング経験を積むにつれて、選

手への要求は変化しますが、よりアクティベートが効果的になるよう

に、各年代に合わせて少しずつ内容を変えて作成されています。13－

15歳の選手はU-15プログラムを、15－16歳の選手はU-16プログラムを、

16－18歳の選手はU-18を用いるべきです。18歳以上の選手は成人プロ

グラムを用いるべきです。 

アクティベートはいつ実施するべきでしょうか？ 

アクティベートはチームで行うトレーニングセッション中や試合日の

ウォームアップのなかで、チームとして最初に行う運動として実施さ

れるのが理想的です。練習や試合の前のウォームアップの時間が限ら

れている場合、どうすべきでしょうか？ 

練習においては、セッションの主要部分の中にアクティベートの一部

分を組み込むことが可能です。例えば、休憩中や、スキルやゲーム活

動中です。あるいは、最終手段として、アクティベートのいくつかの

部分をウォーミングアップ中から削るために優先順位を付けます。時

間が短いときにどのパートを優先的に行うか決める場合は、アクティ

ベートは下記の順に実施されるべきです： 
 

育成年代プログラム 成人プログラム 

1) パートC – 8分 1) パートB – 7分 

2) パートD – 6分 2) パートC – 7分 

3) パートB – 4分 3) パートD – 6分 

4) パートA – 2分 4) パートA – 10分 

試合前と練習前で違いはありますか？ 

成人プログラムにおいては、シーズンを通して試合前ウォームアッ

プの一部として実施すべき試合日用のフェーズが分けられていま

す。成人プログラムの1-7フェーズはシーズンを通して練習の前また

は中間に実施されるべきです。 

育成年代プログラムの1-4フェーズはシーズンを通して試合前と練習

の前や途中で用いられます。 

ノルディックハムストリングカール系はハムストリングスを疲労さ

せるため、試合前には実施してはならない唯一の運動です。 

アクティベートを週に3回行った場合に最高の効果を得られた

ようですが、もし自チームの選手がそんなに高頻度でプログラ

ムを実施出来なかったらどうなりますか？ 

研究結果によると、最も協力的なチームが最も大きな傷害減少が見

られましたが、週に1回または2回プログラムを用いたチームでも傷

害減少が見られました。どのようなプログラムでも、プログラムを

それぞれの状況下でより頻繁に用いれば、期待するように傷害減少

が最適化されるでしょう。 

 

何人かの選手がいくつかの運動を出来ずに困っていますが、コ

ーチは何をすべきでしょうか？ 

アクティベートプログラムは、選手の動作の質とコントロールを改

善することに焦点を当てています。もし、一人もしくは複数の選手

にとっていくつかの運動が困難であるなら、量よりも質に集中し回

数を減らします。もし選手が回数を減らしても実施するのが困難で

あれば、前のフェーズに戻すか、場合によっては段階を落とした同

様の運動を行います。各フェーズの6-8週間に渡る練習を通して、選

手は自身の能力を改善しなければならないので、その時に実施して

いる運動を継続するように促します。 

怪我人やプログラムに部分的に参加出来ていなかった場合は復

帰前に何をすべきでしょうか？ 

怪我から復帰をする選手は、部分的にアクティベートに参加するの

が良いでしょう。怪我から復帰した選手は、怪我した時期に実施し

ていたフェーズを継続して行うべきです、もしチームのメンバーが

新たなフェーズに進んでいたとしても、これらの選手は、一回痛み

なく実施出来ただけで次のフェーズに進むのではなく、要求される

能力レベルまで改善すべきです。 



アクティベート マニュアル 
 

 

どうしてアクティベートは傷害を減らせるのでしょうか？ 

これはまだ調査されていませんが、アクティベートにより傷害減少

する理由については、いくつかの理論に基づいています。アクティ

ベートプログラムを用いたチームで軟部組織傷害が十分に減少した

という結果は、筋、腱、靭帯に対して、これらの構造を強くするこ

とを促すというトレーニング効果がいくらかあることを示唆してい

ます。これだけでなく、プログラムにより選手の全身の運動コント

ロールと運動の質が改善されている可能性があるでしょう。 

脳振盪の減少は、アクティベートプログラムのなかの頸部の運動に

よるものでしょう。他競技において、頸部の筋力や機能が脳振盪リ

スクに関連しているといういくつかのエビデンスがあります。アク

ティベートの運動により、ラグビー中に受ける外力に対してより耐

えられるように頸部筋群が強化され、可動域や固有受容感覚などの

他の機能が維持されています。 
 

 

 
全ての選手がプログラムを使えますか？ 

アクティベートプログラムを検証した研究が、14-18歳の青年男子

学生と成人選手を対象に行われました。この運動プログラムは女性

ラグビー選手や、もっと若い年代の集団にも効果が期待されていま

したが、すべての運動がこれらの集団においても適切というわけで

ではない、ということに留意しなければいけません。コーチは、こ

れらの場合において、他の選手集団の要求に適したプログラムへ調

整することに慎重にならなければいけません。 

 今のフォーマットやレイアウトではアクティベートを実施し

たくないが、傷害リスクにおける効果を薄めることなく、プロ

グラムを調整することは可能ですか？ 

アクティベートプログラムを検証したこれらの研究において、試合

や練習のウォームアップとして、主にアクティベートだけを用いた

チームがありました。もし、プログラムが安全なものに修正され、

運動の質を落とすことなく実施されたとしても、それでも、プログ

ラムの構成を変えてしまう可能性があります。アクティベートを実

施したり導入したりする際に、コーチは創造的になっても、セッシ

ョンは選手の目的に合った、楽しめるものでないといけません。 

よくあるプログラム調整の例には、ウォームアップとしてすべての

運動を実施するのではなく、セッションを通して部分的にアクティ

ベートが提供されたり、スキルやゲーム間に運動を混ぜたりする方

法です。 

私は育成年代チームに勤めていて、ちょうどシーズンが終わ

りましたが、来シーズンは、アクティベートの同じ段階のま

まか次の段階に進めるべきでしょうか？ 

アクティベートはU-15からU-16、U-16からU-18、U-18から成人へと継

続的に提供するように作成されています。各プログラムに含まれる運

動は、各年代の要求を反映して少しずつより高度なものになっている

ため、選手が各年代から成人のラグビーに成長するにつれて、プログ

ラムの適切な段階に進めるべきです。 

 

 

 
 

75% 

trunk. 

•

press-up position 

•

finish in a crouched position 

Broncos S: 1 R: 6 
Knee over toes. 

Begin standing with feet shoulder-width apart 

On coach’s cue, turn and run to the edge of 

the square 

 

Shuttle To Edge of Square 

S: 1 R: 2 each direction 
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