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Instagram、各種アプリ、ブロードバ
ンドインターネット、さらにはソー
シャルメディアの先駆けでもある
MySpaceなどは、1996 年には存在し
なかった。あなたが今読んでいるオン
ラインジャーナルの記事ももちろんで
ある。
　ケトルベル、ヨガ、または主要なムー
ブメントの復活など、見た目にはレト
ロなフィットネストレンドがみられる
としても、現実には、テクノロジーが
フィットネス業界全体に浸透して変化
をもたらしており、具体的にはパーソ
ナルトレーナーがどのようにサービス
を提供しているかという点に左右され
る。重要なのは、クライアントの期待
も変化しているということである。消
費者は生活のすべての側面においてテ
クノロジーを活用するため、運動プロ
グラムにおいても、これらテクノロ
ジーの活用が含まれることを期待して
いる（そして要求している）。そのため、

本記事では、パーソナルトレーニング
におけるテクノロジーを「パーソナル
トレーニングのベストプラクティス」
として 4 つに分類した。
　パーソナルトレーニング業界での私
の経験として、テクノロジーを活用し
てフィットネス業界における垣根を越
えてきた多くのパーソナルトレーナー
やフィットネス専門家と出会ってきた
ので、今回のインタビューにおいて少
数の専門家に絞らなければならなかっ
たことにはとても苦労した。それでも、
私はこの専門家らによる座談会が印象
的な幅広い知識をもたらすと考えてお
り、彼らが知識と経験を共有しようと
してくれていることに感謝している。
さて、座談会として、以下の専門家に
参加していただいた。
Josh Proch（JP）：CSCS、Defined 
Fitness（ 2,100 立方フィート［約 64,000 
m3］のファンクショナルトレーニング
に特化したハイブリッドフィットネス

　私が過去 20 年間にわたりフィット
ネス業界でテクノロジーの進化を目の
当たりにする中、特にここ 10 年間に
おける変化の速さには驚かされる。私
が 1996 年に初めてパーソナルトレー
ニングの専門家として業界に参入した
とき、新しいテクノロジーといえば
最新のトレッドミル、CDプレーヤー、
または運動強度を測定するための心拍
数計などであった。当時仮にあなたが
コンピュータを持ち、インターネット
にアクセスできたなら、テクノロジー
の進歩に先んじた“アーリーアダプ
ター（早期適応者）”とみなされたであ
ろう。携帯電話の技術は未熟な段階に
あり、スマートフォンのコンセプトは、
デジタルエリートの間での希望的な考
え方にすぎなかった。
　例えば、オンライン上でのストリー
ミング、Google、ブログ、Bluetooth、
Wi-Fi、MP 3、YouTube、Twitter、
Facebook、Pinterest、LinkedIn、
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施設）の共同オーナー。
Mark Nutting（MN）：CSCS,*D、NSCA-
CPT,*D、2009 年NSCAパーソナルト
レーナーオブザイヤー、Saco Sport 
and Fitnessのパーソナルトレーニング
ディレクター。
Shirley Archer（SA）：NSCA-CPT、

『Fitness 9 to 5: Easy Exercises for 
the Working Week』を含む 12 冊の書
籍の著者。

テクノロジーはフィットネスの職
業分野をどう変化させましたか？
JP：私たちはすでに、テクノロジーに
よって人々の運動や仕事が変化してい
るのを目撃している。彼らは、カロリー
摂取量から日常生活動作、運動の努力
まですべてを追跡する。睡眠の質やリ
ズムをモニターする本当に優れた製品
もいくつかある。私たちの施設におけ
る会員の多くは、Fitbits®などのデバ
イスを使用している。また、あるトッ
プクラスの大学サッカーチームにおい
て、練習時、実際にどのプレーヤーが
全力を出し、どのプレーヤーが怠惰な
のかをみるため、努力度を観察するテ
クノロジーを用いたプログラムについ
て聞いたことがある。

MN：私はフィットネス業界で 35 年間
働いてきた。当時私たちはまだトレー
ニングとして岩を持ち上げていた。お
そらく電子メールは、コミュニケー
ションをより簡単にした最初のツール
である。携帯電話もそうであるが、私
たちがすぐにクライアントに連絡する
ことができるという事実は大きなもの
で、日々の仕事の仕方を便利にした。
特に、多忙なトレーナーにとってはな
おさらである。ビジネスソフトウェア
はコンピュータにアクセスしやすくな
るにつれて本当に多くのものが登場し

た。予約プログラムも同様に拡大し、
トレーナーは文字どおりクライアント
の予約を書き留める必要がなくなっ
た。こうした変化は、ほとんどがまず
クラブレベルで起こったのだと思う。
ウェブサイトはビジネスのための素晴
らしい掲示板であるが、一方向性であ
る。一方で、ブログの登場により、イ
ンターネットにおける最大となる双方
向の関係性が得られた。
　そしてここ 10 年、物事は急速に変
化した。いま私たちはテクノロジーの
一部であることを避けられない。私た
ちが必要かどうかにかかわらず、国民
がテクノロジーを非常に優れたもので
あると今まさに考えているならば、私
たちはこれらを活用できるようにしな
ければならないのである。

SA：テクノロジーは、日常生活の様々
な側面と同じように、フィットネス分
野においても変化を起こしている。消
費者は、トレーニングに関する広範な
無料ツールにアクセスできるし、各種
体力値も追跡することができるので、
フィットネス専門職はクライアントの
生活をより良くするための価値を付加
し続ける必要があり、単に運動を教え
るだけでは不十分である。パーソナル
トレーナーは、より統合されたヘルス
コーチングアプローチを実施する方向
に進化していくだろう。データを理解
し、目標を達成し、支援と動機付け
を提供することで人々を支えるのであ
る。

あなたのビジネスではテクノロジー
をどのように組み入れていますか？
JP：私たちはジムで多くのテクノロ
ジーを活用している。例えばFacebook
ページを 1 日 1 回投稿しているが、時
間を節約するために 1 週間に 1 回まと

めて予定投稿を行なう。1 週間に 1 回
だけコンテンツを書き、その後投稿を
自動的に投稿するよう予約すれば良
い。これはFacebook上で行なうこと
ができる。また、Twitterアカウント
ももっている。Facebookページとも
リンクしているので、ここに情報が投
稿されると、自動的にTwitterにも投
稿される。また、写真を投稿するため
にInstagramを利用している。

MN：私が仕事として行なうことはす
べてテクノロジーである。電子メール
からFacebook、そしてその間にあるも
ののすべて。実際、テクノロジーは毎
日変化しており、私たちが身につけて
いる機能は非常に優れていると思う。
私は 20 年間、コンピュータ栄養分析
プログラムを使用してきた。またクラ
ブでは、サービスデスクからクライア
ントの予約機能まで、すべてがテクノ
ロジーに依存しており、その多くが説
明責任と可測性を担っている。例えば
クラブ全体へ声明を掲示すれば、あな
たが説明をする必要がなくなり、仕事
が楽になり、より多くの人々に直接か
かわることができるようになるなど、
きちんとした目的がある。あなたの手
が届くことこそが重要であり、それが
このようなテクノロジーを活用する
はっきりとした目的である。私たちが
この事業に携わっているのは、可能な
限り多くの人々を助けるためである。

SA：私はシリコンバレーに 15 年以上
住み、幸運なことにスタンフォード大
学で働いていたので、ベータテスト中
の多くのテクノロジーを目の当たりに
できた。私はマーケティング、コミュ
ニケーション、マネジメントや評価の
いずれにおいてもテクノロジーを用
いており、いわゆる「アーリーアダプ
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スにとって重要である。クライアント
や消費者はこのことを期待しているの
で、もしあなたが今取り組んでおらず、
ソーシャルメディアを活用している人
が他にいれば、彼はあなたを打ち負か
すだろう。消費者は、より多くのビジ
ネスとより迅速な対応を期待してい
る。

MN：ソーシャルメディアは、人間関
係を構築するための最も迅速かつ最も
遠くまで情報を到達させる方法であ
り、だからこそ最近の経営環境で活用
されている。ビジネスのより大きな構
築をしたいと思う多くのトレーナーが
いるが、これを対面式のコンタクトに
頼ると、一度に相応の人間にしか対応
できない。一方で、ソーシャルメディ
アを活用すれば、何千人もの人がひと
つの投稿を見ることができる。これは
非常に効率的である。私たちが本当に
やろうとしているのは、関係構築であ
る。よってソーシャルメディアがもつ
利便性と影響力は、非常に有益である。

SA：私は常に自分のソーシャルメディ
アによる影響力を構築しようとしてい
る。すべてのソーシャルメディアは、
情報を共有し、関係やコミュニティ
を構築するのに役立つ（フィットネス
専門職のビジネスをサポートするすべ
ての実用的なもの）。しかし、すべて
のソーシャルメディアを活用すること
に取り組むことはできないので、戦略
を立てる必要がある。私は、特定の
ツールを継続して活用することを実
践してきた。私は基本的にFacebook、
Twitter、Pinterest、Instagram、およ
びGoogle+を用いることにしており、
LinkedIn、YouTube、Tumblrの 使 用
頻度を減らした。時間がかかることで
はあるが、ブランドを構築し、ネット

ター」である。テクノロジーは、学習
曲線に沿うことを強いられ、場合に
よっては高価になり、費用がかかりす
ぎることがある。

ソーシャルメディアはどれくらい
重要で、それをどのようにあなたの
ビジネスに組み入れていますか？
JP：ビジネスにソーシャルメディア
を組み込む際は、そのすべてにおいて
最終的に視聴者を同じ目的へと方向づ
ける必要がある。私たちにとっては、
ソーシャルメディアを 30 日間ごとの
試行と位置付けており、視聴者に行動
を起こさせる必要がある（例えば、ト
ライアルをご購入希望の方はご連絡
ください、など）。私たちは、日曜日
を除いて毎日Facebookに投稿してい
る。また、週に 2 回、Instagramおよ
びTwitterに投稿する。さらに、1 週間
に 1 回、コンテンツ、情報、オファー
といった内容を順にブログにて更新し
ている。ただ単により多くのコンテン
ツを提供しようとするだけでは誰も読
もうとはしないことを理解しておくべ
きである。人々は多くのコンテンツを
読むのが好きなのではなく、ソーシャ
ルメディアを介してあなたの仕事ぶり
をみたり、コンタクトをとったりする
ことを求めているのである。このよう
に、あなたにはウェブサイトが必要で
あるが、それは多量のコンテンツを提
供するためではない。私たちが行なっ
てきたことは、ジムに関する基本情
報、各種予告情報の映像を載せること
や、Facebookお よ びYouTubeの ペ ー
ジへのリンクを提供することである。
私たちはまた、Facebookの広告ツー
ルを購入し、広告を掲載して投稿を増
やしている。ソーシャルメディアは、
会員や視聴者とリアルタイムでつなが
ることができるため、私たちのビジネ

ワーキングを行ない、ビジネスを誘致
する上でテクノロジーには価値があ
る。

他のテクノロジーの活用例は何で
すか？
JP： 動 画 投 稿 用 と し て、YouTube
とVimeoを 活 用 し て い る。 ま た、
Facebookに 動 画 を 投 稿 し た 場 合、
YouTubeへのリンクを投稿するので
は な く、Facebookに 直 接 投 稿 す る
と、より多くの閲覧数を獲得できる。
FacebookとYouTubeは直接の競争相
手 で あ り、FacebookはYouTubeの 動
画を頻繁に表示しない仕組みがある。
私たちはケトルベルを用いたゴブレッ
トスクワットを実演した 1 分間の動画
を作成し、それをFacebookに投稿して
から、ターゲットとなる閲覧者に対し
て 5 ドルをかけて広告し、1 週間以内
に新しい 12 ヵ月会員を獲得した。よっ
て、5 ドルの投資で 2,700 ドルの見返
りが得られたことになる。これは必ず
しも簡単に起こるとは限らないが、お
そらくあなたが実施することのできる
最高の投資マーケティングのひとつで
ある。クライアントは動画も大好きで
ある。
　また、私たちはClubApps（現在は
Netpulseとして知られている）という
アプリをデザインし、活用している。
設計費は 1,600 ドル、また月額 199 ド
ルの使用料がかかる。これを会員との
関係構築に活用している。会員はクラ
ブへの来場時に会員カードを機械に挿
入し、携帯電話をスキャンすることで
チェックインできる。カードはパンチ
カードの機能も有しており、例えば
シェイクをたくさん購入した人は無料
でひとつもらえるような仕組みもあ
る。また、クラブの出来事に関する通
知やリマインダーを送信するためにも



21Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

ローモーションでそれを表示すること
ができる。例えば、「あなたの姿勢が崩
れたポイントはここです」というよう
に。これらは 4 ～ 5 ドルのアプリであ
る。この即時フィードバックはとても
役立つもので、私は若いアスリートに
対して姿勢や動作をよりよく理解させ
るのを助けるためにこれらを活用して
いる。これらは即時フィードバックの
ための素晴らしいツールである。

結論
　テクノロジーは加速したペースで変
化しており、興味があろうとなかろう
と、フィットネス専門職は活用し続け
る必要がある。Mark Nuttingが簡潔に
言っているように、「多くのトレーナー
やクラブがテクノロジーに慣れること
はできないが、後れをとるのは簡単で
ある」。確かに、後れをとるのは容易
であり、技術的変化のペースが速くな
るにつれて、それはさらに強調される
であろう。21 世紀は、パーソナルト
レーニングの専門家にとって、多くの
課題とチャンスがある。運動の刺激に
適応する人間の身体のように、近代的
なパーソナルトレーナーも常に革新的
な技術革新に適応しなければならな
い。◆

From Personal Training Quarterly：Volume 2, 
Number 2, pages 44-46.

Carmine Grieco：15 年以上の経験をもつパー
ソナルトレーナーであったが、大学に職を移し、
Glenville State Collegeの運動科学部准教授に
就任した。2012 年にOld Dominion University
にて人間運動科学の博士号を取得した。その後、
Colorado Mesa Universityに籍を移した。NSCA
のウェストバージニア州局長であり、現在、次
世代のフィットネス専門職の育成に時間とエネ
ルギーを注いでいる。

このアプリを活用している。こうした
アプリをもつことで、私たちはよりプ
ロフェッショナルにみえるようにな
り、活用していない競合他社との差別
化が図れることは間違いない。
　私たちはまた、無料でダウンロード
できるアプリを活用している。これに
より、イベントやオファーについて
のプッシュアラートを送信することが
できる。また、オンラインスケジュー
ラ、ビデオ、ソーシャルメディア、栄
養ログへのアクセスも提供する。すべ
ての会員にセッションのスケジュー
ルを設定する必要があるが、これは、
Mindbodyソフトウェアを使用してオ
ンラインで行なっている。

MN：今、ウェブサイト上で私たちの
クラブをバーチャルツアーできるよう
にしている。Googleの社員がバーチャ
ルツアーを撮影する際、私たちのクラ
ブを回ってもらったのだ。私たちはま
た、皮下脂肪をつまんで体脂肪を測定
することから超音波測定器の使用に移
行した。これは非侵襲的で、会員にも
好まれるし、簡易的で素早く測定が可
能であり、今のところとてもよく活用
できている。また、クラブで血液検査
も行なっており、指に針を刺す道具を
使用し、非常に少量の血液をアナライ
ザーに滴下して、総コレステロール、
高密度コレステロール、良悪性コレス
テロール比率などを測定できる。クラ
ブ単位で行なうことができるので非常
に便利である。加えて、使用する電子
機器は私の手の平程度のサイズに過ぎ
ない。

SA：今日の市場では、信頼性を確立し、
見込み顧客があなたを見つけるのを助
けるために、ウェブサイトが重要であ
る。私は現在 5 つめのウェブサイトを

運営している。それを更新し、他のソー
シャルメディアプラットフォームと統
合し続けるつもりである。

どのようにテクノロジーをフィッ
トネストレーニングに組み入れて
いますか？
JP：私たちは、会員が食事内容を追跡
し、自身が食べているものを見ること
を可能にするdotFITの使用を通じて、
オンライン栄養プログラムを提供して
いる。これはメンバーシップをもつす
べての会員に提供される。また、心拍
数モニタリングのためにはMyZoneシ
ステムを使用している。これは会員の
最大心拍数、消費カロリー、全体的
な効果をジムのテレビ画面に投影し
て、会員がどれくらい運動できている
か、一方休息時間でどれくらい回復し
ているかを測定する。会員が運動を完
了すると、その後彼らの運動結果が電
子メールで送信される。毎月 1,000 ポ
イント、2,000 ポイント、3,000 ポイ
ント、および 4,000 ポイントのMEP会
員をクラブに掲載している。「MEP」は
MyZone Energy Pointを 表 し、60 ％
HRmaxの運動を 1 分行なうごとに 1 ポ
イント、70％ HRmaxが 2 ポイント、
80 ％ HRmaxお よ び 90 ％ HRmaxに
は 3 ポイント与えられる。毎月MEPを
どれだけ記録できるかのチャレンジ期
間を設けている。このシステムを使用
するために、会員は 89 ドルの心拍数
モニターを購入する必要がある。

MN：私が最もよく使うツールのひと
つはmy cameraである。私が目で見
ているものの写真を撮り、それをクラ
イアントに示すようにしている。ま
た、DartfishやCoach's Eyeと い っ た
動作解析アプリを使って、クライアン
トの動きを記録し、フレームごとにス

著者紹介


