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はじめに
　2020 年の東京五輪を起点として、
様々なスポーツにおいて育成事業や将
来につながるシステムの構築などが進
んでいる。筆者は体操競技のJOC強化
スタッフ（医・科学スタッフ）のフィジ
カルコーチとしてかかわっており、そ
の中でNSCAの情報も活用しながらナ
ショナルチーム強化のサポートに取り
組んでいる事例を、本稿を通じて紹介
する。筆者の業務内容は体操種目（体
操競技・新体操・トランポリン）のう
ち、主としてトランポリン競技のフィ
ジカル強化をプランニングすることで
ある。
　まずは現在の日本におけるこの競技
の位置づけを確認したい。東京五輪に
向けてスポーツ庁は、ターゲットス
ポーツ事業を決定し、金メダルを含
む複数のメダルが期待される競技を、
ターゲットA（体操競技［男子］、水泳、
柔道など 11 種目）、メダルが期待さ
れる競技をターゲットB（陸上競技 4
×100 m、卓球、重量挙げ［女子］な
ど 13 種目）、メダル獲得の可能性があ

る競技をターゲットC（新体操・体操［女
子］、トランポリン［男子］含む 22 種目）
として発表した。これは過去の実績や
国際的なスポーツ動向を考慮して発表
されたものである。このうちターゲッ
トCに選定されたトランポリン競技の
強化戦略として、日本体操協会が「フィ
ジカル強化」を計画したことをきっか
けに、いくつかの日本代表選手の指導
やプロスポーツ育成にかかわるフィジ
カルコーチである筆者が活動にかかわ
ることになった。世界のレベルとの比
較では、現在は中国、ロシア、ベラルー
シなど強豪国に次ぐ位置で日本は戦っ
ており、世界でも高い水準といえるで
あろう。本稿では特にこれらの国々と
の差やフィジカルコーチとしてのトラ
ンポリン競技における取り組みを紹介
する。

1. トランポリンの競技特性
　フィジカルコーチとしての活動は競
技特性と戦略を理解することから始ま
る。そのために、まずトランポリンの
歴史と特性について言及したい。

A. 歴史
　近年、様々な競技のトレーニングと
しても活用されているトランポリンだ
が、競技の発祥もその側面をもってい
る。1936 年にGeorge Nissenによって
考案されたトランポリンは、パイロッ
トの平衡感覚や空中での調整力を養う
ために利用され、その後、スポーツと
して発展していった。1964 年には世
界選手権が開催されたことをきっかけ
に、日本でも普及し、2000 年シドニー
五輪より体操競技の新種目として採用
された。

B. 競技規則と採点
　競技は個人、団体、シンクロナイズ
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ド（ 2 名の選手が 2 台のトランポリン
で同じ演技をする）の 3 種目があるが、
五輪では個人種目が採用され、予選と
決勝を行なう。縦 4.20 ｍ、横 2.14 ｍ
で高さ 1.155 ｍのベッドと呼ばれる面
の上で跳躍し、世界のトップクラスに
なると 8 ｍ近く（建物 3 階の高さ）まで
跳び、制限された枠内でエキサイティ
ングな空中動作を繰り広げる。国際体
操連盟（FIG）の採点法（表 1 ）に基づき、
複数の審判員が採点し順位を競う。採
点はE得点（演技点）、D得点（難度点）、
T得点（跳躍時間点）、H得点（水平方向
の移動に対する減点）の 4 項目に分け
られる。10 本の跳躍（予備ジャンプを
除く）で構成され、1 本 1 本の演技は異
なる技を連続して実施する。前回の五
輪決勝では、総合得点 59 点台が入賞、
60 点台がメダル圏内であり、通常、メ
ダル獲得には 61 ～ 62 点台を出す力が
求められる。選手が空中にいる時間を
計測するT得点の跳躍の高さが低いと
宙返りやひねりの回転数にも影響し
てD得点の技の難度が落ちる。世界の
トップクラスは跳躍時間が長くT得点
やD得点も高い（表 1 ）。

C. 体力特性
　長い滞空時間（合計 20 秒近く）の中
で華麗な演技を正確に 10 本実施する
運動量は、選手にとっては 300 ｍ走を
疾走するぐらいの体力を要するもので
ある。このデータについては杉田正明
氏（日本体育大学教授）がかかわり、試
技中に計測されたものを参照してい
る。また試技会、選考会時の血中乳酸
値、心拍数測定、パワーマックス、有
酸素テスト等を実施している（本稿で
は紹介できないが、データを活用し実
践に生かすことも筆者の務めのひとつ
である）。1 回の跳躍時間は 1.8 秒前後
で、10 本連続のジャンプ時にかかる負
荷は体重の約 10 倍前後と測定されて
いる。日常ではかからない重さが身体
にかかり、着地姿勢や踏み込み位置に
より、腰背部や足底部に大きな負担が
かかる。また滞空時の一瞬で真下のト
ランポリンの中央の位置を確認して空
中姿勢をつくり、身体の動きをコント
ロールする必要もある。今まで様々な
アスリートとかかわったが、一瞬一瞬
で理論的に動きづくりを選手自身が確
認することや華麗な演技と運動強度の
高さ、8 ｍの跳躍を実際に何度も目の

あたりにして、非常に魅力あるスポー
ツと感じたことがトランポリン競技に
対する最初の印象であった。この競技
にかかわる選手は突出した空間認知能
力を備えているといえるだろう。
　空中感覚を養う一環として、水泳飛
込競技やスキージャンプ競技などの選
手がトレーニングとして活用すること
のあるトランポリンだが、床反力や空
中動作から、身体のコントロールや姿
勢づくりを学ぶことができると考えら
れる。

2. フィジカルトレーニングの導入
　とアプローチ
　リオデジャネイロ五輪後、日本代表
コーチの中田大輔氏が強化本部長に就
任した新体制で、ナショナルチームの
課題について言及され、そこから課題
とされたフィジカル強化のプランも始
動した。まずは中田氏とこのプランに
ついて綿密に打ち合わせを繰り返すこ
とから始まった。
　課題として、海外の強豪国であるロ
シアや中国については、日本の技術練
習の時間と比較すると 4 ～ 6 時間と倍
以上長く、技術練習を継続させる持久
力や正確な動作を遂行する筋力に差が
あることがわかった。そして、試合に
おいて予選・決勝で戦うことや連戦す
ることなどを考慮して、跳躍時に安定
したバランス能力の継続と身体の動き
をコントロールするための長期的なプ

ジャンプ動作の放物線、
世界の第一線で活躍の伊藤正樹選手

表1　国際体操連盟（FIG）採点より引用

トランポリン競技の採点方法（採点方法が4項目あり以下の総計が得点）

①（演技点E） 4名のE審判員採点・最大20.0点より減点　

②（難度点D） 2名のD審判員採点・それぞれの種目の回転数・捻り・姿勢　　　　　　

技の種類により得点が異なる

③（跳躍時間点T） 主審が機械を操作して採点（跳躍時間測定機＝TMD　使用）

トランポリンベッドが沈んでいない時間を計測

④（移動点H） トランポリンベッドの着床場所ごとに決められた減点

を最大10.0点より減点

■（ペナルティ） 合計得点からのペナルティ

国際大会の参考記録

得点項目 演技点E 難度点D 跳躍時間点T 移動点H 総合得点

優勝 E16.400 D18.200 T18.530 H9.150 総計62.280

メダル圏内 E16.800 D17.800 T17.890 H9.050 総計61.540

ベスト8ファイナル突破者・入賞圏 E15.900 D17.100 T17.805 H9.250 総計60.055

現在、国際大会のファイナルに入る60～61台の得点で世界と戦える日本代表選手が数名いる。

メダル獲得には「跳躍時間・高さ（安定した筋力）」と「10回跳躍の継続性（持久力）」も課題のひとつになる。

中国・ロシア・ﾍﾞﾗﾙｰｼ

日本・フランス・他

ナショナル

1 秒 1 点としてそのまま反映

表 1　国際体操連盟（FIG）の採点より引用
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ランを 2020 年、2024 年にかかわって
いく選手に提供してほしいということ
が筆者に対する要望であった。またナ
ショナルチームの強化で実施するト
レーニングの構築、監修も行なうこと
となり、加えて選手自身が現段階で運
動の取り組みについて理解を深めた上
での基礎体力や筋力の向上も短期的な
プランとして挙げられた。
　その後、試合や実際のトレーニング
状況、海外強豪国の動きを観察し、長
期的、短期的なテーマを把握した上
で、戦略担当の渡邊愛子氏とともに年
間の事業計画を確認した。フィジカル
強化を進行させながら、年間の試合
やナショナルチーム強化合宿における
フィットネスレベルの維持も課題にな
ることがわかり、アスレティックト
レーナーの千葉崇博氏とも選手の身体
の状態を確認し合うことを実施するこ
とにした。
　このように各関係者、コーチと情報
交換を重ね、「フィジカル強化の指標」
作成を第一段階の仕事とした。これは
関係者でフィジカル強化の必要性やリ
スクになる要素を理解する指標で、将
来的な計画を確認する内容を一覧にし
たものである。ナショナルチーム強化
において一貫した指標を作成すること
で、選手に対する“教育”を行ない、そ
れを通じて各部門と連携させることが
目的であった。またトレーニング指導
だけでなくワークショップ形式での説
明も通じて、各選手の身体の特徴や動
きを選手も含めた関係者全員に把握し
てもらうことも重要な課題であった。

3. 「フィジカル強化の指標」作成
　まず前述した指標において、理解す
べきところを 2 点にまとめた。1 点目
は「自身の身体のバランスや特徴を知
ること」である。普段の生活や競技の

側面を考え、身体の左右差は自然なこ
ととしてまずは考えてもらう。ただし、
技術練習を含めて高度なレベルの技の
習得、技の取り組みの頻度が上がるご
とに代償動作が大きくなり、実際のケ
アを含めたリカバリー時にも影響が出
てくる。具体的には、練習で長時間動
き続けたことで、腰背部、大腿筋膜張
筋、僧帽筋上部から腋下周辺にも機能
不全が出てくることがわかった。普段
行なっているレジスタンストレーニン
グにおいても動作の不安定さが増長さ
れることにより、競技特性上起こりう
る左右の差異をただ大きくしてしまう
リスクがあることもまとめて指標に記
載している。トランポリンベッドの足
底面の接地感覚や自身の動き（空中の
位置情報）に対しての感覚が鋭くなら
ないといけない競技だけに選手自身も
身体の状態を理解した上で、ウォーミ
ングアップ、コレクティブエクササイ
ズやセルフスクリーニングについて進
行することになる。また足底面のフ
ラットな着地に関する演習や準備運動

時のリハーサルなども含めたトレーニ
ングも実施していった。
　2 点目は「競技の継続性強化（姿勢保
持、筋持久力）」である。体力というの
は統合して明確な指標が作りにくい要
素ではあるが、ここでは選手の競技力
と体力の関係（表 2 ）を挙げる。体力要
素には、筋持久力、全身持久力などが
含まれ、疲労耐性として外的諸条件の
環境が関係し視覚疲労、精神的疲労、
筋疲労、熱疲労などがある。競技のみ
を実施しながら体力をつけるのが理想
だが、練習時間が長くなるにつれて集
中力を欠き、スキル遂行能力の低下も
目立つ傾向がある。競技性だけに特化
して体力強化を図るのは実際の技術獲
得にも悪い影響が出てしまうことがあ
り、非効率的な面もある。最も良い方
法は技術練習への影響とトレーニング
量のバランスを図りながら身体の土台
づくりを目指すことである。技術練習
の強度設定やインターバル時間の調整
も行ないながらスピード持久力、心肺
系トレーニングなどといったものを多

【運動覚分化能力】
【バランス能力】
空中姿勢・着地姿勢 【敏捷性】【器用さ】

【予測能力】突発的な体勢・予見

【コーチ・職場・家族】

【環境】

【才能・健康・体質】
【用具】トランポリン・ベッド

跳躍時の踏込や着地コントロール 10本跳躍の継続性

技の回転速度　 技の表現や姿勢づくり

表2　選手の競技力（EHlEnz.H/GrossEr.M/ZimmErmann.E：KarafTTraining.2.Aufl.blv　sporTwissEn,1985,S.12 より引用

【選手の競技力】トランポリン競技に置き換えて体力要素・環境要因と集中力要素も補足

環境：対人・空間・照度・音・温度・湿度・気圧

心的能力

集中力：視覚疲労・精神的疲労・筋疲労・熱疲労

体力

サポート

技術達成能力

外的諸条件

戦術達成力

基礎的諸条件

調整力 運動習熟

一般的行動能力

個別的行動能力

筋力

スピード

持久力

柔軟性

選手の競技力

【情報・受容器】
視覚・聴覚・皮膚／筋

表 2　選手の競技力（EHIEnz.H/GrossEr.M/ZimmErmann.E：
KarafTTraining.2.Aufl.blv　sporTwissEn, 1995, S.12より引用
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様な幅で導入し、実施上、工夫するこ
とでこれらの状況に対応した。
　NSCAにおいて無酸素性、有酸素性
の体力づくりとして紹介されている、
高強度のスプリントトレーニング、イ
ンターバル、サーキット、ペーストレー
ニング、水中トレーニング、ファルト
レクトレーニング、マシーントレーニ
ングなどがある。これらを参照にして
低強度から高強度に至るまでの生理学
的な適応を選手、コーチに解説した上
で年間事業強化の中でプランニングを
行なった。競技特性上、これらの種目
はメインのトレーニングにならない項
目だが、選手自身が感じる代償動作や
体力の底上げ（ 10 本跳躍を通す力を培
う）については理解しやすい基礎的な
内容であった。この導入については、
ナショナルチーム強化期間だけではな
く日常の練習や生活にも落とし込んで
いく必要性が指標の中で述べられてい
る。

4. ナショナルチーム強化合宿
　ナショナルチーム強化合宿では、
様々な場所を活用しながら強化を図っ

ている。この理由としては様々である
が、ひとつは国際大会でも器材の硬さ
や会場の視覚的な要素が場所によって
変化することから、異なる場所でもス
ムーズに順応できるようにするためで
ある。通常の拠点先は東京都北区にあ
る国立スポーツ科学センター（JISS）
の練習場であるが、事業戦略テーマと
フィジカルプランに合わせ場所を変え
ながら強化を実施している。
　以下、各会場における強化例を挙げ
るが、無酸素系競技の高強度スプリン
トトレーニング導入時に期待できる効
果である最大有酸素性能力、無酸素性
能力、換気閾値の増大を一部参照にす
るとわかりやすいのではないだろうか

（表 3 ）。

フィジカル強化の流れ
「トレーニングテーマ・プログラム解
説」→「実技」→「ワークショップ（資料
含み動作の確認）」→「各選手の動きの
フィードバック表の作成（フィジカル
要素）」
　トレーニングが模擬的なものだけに
終わらせないように上記の一連の流れ
を実施することにしている。この形式
では、トレーニングの可能性や実例を

伝える良いモデルになるNSCAの情報
を多く活用できる機会がある（競技の
特性上、理論的に物事を考えることの
できる選手ばかりなので、フィジカル
強化の情報を共有しやすいといえるだ
ろう）。現在のナショナルチーム強化
に属する選手は、約 10 名前後で構成
されている。前回五輪の入賞者や国際
大会の経験がある者や学生選手権でタ
イトルをもつ者と、技術面・体力面に
もそれぞれ差がある状況だが、指導を
通じて一人ひとりに大きな可能性があ
ると感じている。情報を活用してさら
に身体と向き合う機会をつくることが
戦略のひとつであり、全体の底上げを
狙っている。それぞれ体力や普段の所
属が異なっているため、所属先でのト
レーニング状況の確認、強化を各関係
者と連携していくことも今後の課題に
なっていくであろう。
　当然、体力が向上するだけでは技術
の獲得には直結しないので、次のよう
な、実際の試合や強豪国との技術の差
からもみえてくる課題も上げられてい
る。

5. 国内大会と海外遠征でみえる課題
　世界選手権最終選考会や日本選手権

ナショナルチーム強化合宿ワークショップ

陸上競技場にて片足軸のバランス確認動作

　　表3  ナショナルチーム強化合宿　強化場所と一部トレーニングテーマ

国立スポーツ科学センター ・サーキット形式トレーニングと各個別強化の考察
練習場 ・レッグプレス・他機器におけるパワー活用のレクチャー

・レジスタンストレーニング　（腰背部・腹部の動きづくり）
・遠征時にむけたコンディショニング講座

ナショナルトレーニングセンター ・サーキット形式トレーニングと各個別強化の考察
陸上トレーニング場 ・スプリントトレーニングと筋持久力確保
フランス代表チーム合同練習 ・インターバル形式トレーニングと心拍数コントロール

・床反力を活用した自重トレーニング
静岡県磐田市・中田島砂丘 ・サーキット形式トレーニング（代償動作チェック）

・ステーション別トレーニング　＊注1
・砂浜・ファルトレクトレーニングと持久力確保
・減速の動きづくりに備えた足底強化

ロシア・モスクワ遠征 ・準備運動から展開する動作づくりとトレーニング
ナショナルトレーニングセンター ・上肢トレーニングと技術の作用確認

・自重トレーニング動作チェック一部
・技術動作の考察

群馬県前橋市・体育館 ・試合形式の公開試技会と柔軟性・バランスの確保
・サーキット形式トレーニング（代償動作チェック）
・自重トレーニング動作チェック一部　＊注2
・技術動作の考察

注1
60秒間：上肢回旋系のボールキャッチ→持久系ボトムタッチ→下肢バランス系シングルジャンプ→視覚系のディスクパス
注2
パワージャンプ着地練習→立位姿勢前重心／後重心の動きづくり→トルソローテーション→ラテラルホップ減速練習

　　表3  ナショナルチーム強化合宿　強化場所と一部トレーニングテーマ表 3　ナショナルチーム強化合宿 強化場所と一部トレーニングテーマ
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において国内の実績を重ねることは日
本代表として立ち位置を確認すること
になり、また国際大会でファイナリス
ト（ベスト 8 ）に入ることは五輪での強
豪国との比較になる。現在、全体の強
化の底上げに関しては年間を通じて少
しずつ実感できているところである
が、各個人のトレーニング量の調整も
必要である。ナショナルチームメン
バーの競技視察を含めて国内大会では
筆者は日本体操協会のトレーナーと
いう立ち位置で選手のサポートを行
なっている。大会期間中は得た情報を
フィードバックして強化につなげるこ
とや関係者と情報整理、共有する機会
にもなる。
　最後にロシア選手権でみえた課題に
ついても触れる。海外遠征の中で今回、
初の試みとして、ロシア選手権に日本
代表チームがオープン参加し、筆者も
そのメンバーの一員としてモスクワに
帯同した。大会前はロシアナショナル
トレーニングセンターで調整をした。
大会中のチーム強化としてできること
は、各選手の動きの考察である（身体
の動きをチェックしてベストな状態に
なる要素を伝える）。現時点ではフィ
ジカル強化が発展段階であり、また遠
征による疲労の蓄積でベストな体調で
はなかったものの、個人戦、シンクロ
戦、団体戦を含む日本選手の総合優勝
という結果であった。ロシアは五輪で
メダルを獲得できる強豪国であり、シ
ドニー五輪でも男女ともに初代金メダ
リストを輩出した国である。ロシア代
表が揃い、五輪メダリストのUshakov
選手がいる中での結果は評価できると
いえる。ただ評価をしつつも、ロシア
メンバーについては難度の高い演技の
精度が落ちた点も影響しており、本来
の実力ではなかったとも考えられ、今
後彼らはさらに精度を上げるだろうと

想定される。
　今回の遠征だけではないが、筆者が
欧州他国の選手に直接身体の動きづく
りをレクチャーする機会を得て観察で
きたことがある。海外選手と日本選手
の下半身の比較では体格指数に相違は
なかったが、上半身の腋下から大胸筋
下部、広背筋、僧帽筋下部の筋量に明
らかな違いがあった（オーバーヘッド
スクワットやニートゥチェストなどの
簡易動作でも考察できた）。これらの
違いは実際の競技の動きにも表れてお
り、一つひとつのスピードのある力強
い動作もさることながら、トランポリ
ンベッドでの不安定あるいは突発的な
状況では、着地で姿勢が後方や側面に
崩れそうな際にも腕を上げおろす動作
でバランスを取る筋力があり、それに
よって補整するところがいくつか確認
できた。跳躍にも関連し骨格的な違い
といえばそれまでだが、海外勢と日本
との違いをここでも感じることができ
た。下半身の脚力・パワーが発揮しや
すい日本選手は疲労特性により腰が横
にスライドするケースもある。着地時
の足幅が変わったり、上体が不安定に
なると腰背部が傾斜して中殿筋・大腿
筋膜張筋に負担が増す、場合によって
は腸脛靭帯、膝まで荷重がかかる。こ
のようにこの競技のトップクラスの選
手の大半は膝や腰に負担がかかってい
る。上半身の強化の例でプルオーバー
動作や準備運動の段階で数パターンの
ウィンギング、広背筋、僧帽筋下部の
エクササイズの導入を進めている。今
後は上半身の力の乗せ方や使い方ひと
つで次のステージに進める可能性を見
出すことができると感じたロシア遠征
であった。ロシアナショナルチーム／
体操協会スタッフ、選手と深めた交
流に感謝を申し上げたい。世界には
Gao選手やDong選手（ともに中国）、リ

オデジャネイロ五輪金メダリストの
Hancharou選手（ベラルーシ）がいる。
試合の成果はありながらも、さらに彼
らを含めた世界と戦う課題がみえた遠
征である。

これからの未来にむけて
　本稿ではフィジカル強化の導入の一
部を紹介させていただいた。これから
先も続いていく東京五輪やパリ五輪へ
の取り組みでは生理学的なデータの検
証や動作解析、強豪国の動きの分析、
新たな戦略の構築などといった課題も
ある。フィジカルコーチとして競技に
かかわるには多数の関係者との連携を
成立させる必要性があることをお伝え
していきたい。同時にそれが未来への
財産の一つであり、今後のスポーツと
S&Cの発展に影響を与えるであろう。
まだ構築の段階ではあるが、フィジカ
ル強化として準備するきっかけを作ら
せていただいた日本体操協会と多く
の情報をいただいたNSCAに深く感謝
し、ここに御礼を申し上げる。◆

追記：原稿入稿時のことになるがブルガリア
で世界選手権が開催され、6 年ぶりに団体で
のメダルを獲得した（中国、ロシアに次ぐ団
体男子 3 位）。また女子選手は団体 4 位を含む
個人のメダル獲得などベテラン、若手が飛躍
する内容であった。競技に向き合う選手やこ
の競技の礎を築いていただいた関係者に敬意
を払いたい。

左より中田氏（代表監督）、筆者（フィジカ
ルコーチ、千葉氏（トレーナー）、藤池亮
太氏（技術コーチ）


