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NSCAジャパンHuman Performance Centerが目指す先
子どもから高齢者にいたるまですべての人々の健康増進
アスリートの競技力向上および傷害予防を
去る4月2日にオープンした、NSCAジャパンHuman Performance Center（HPC）。本記事
では、HPCのヘッドストレングス&コンディショニング（S&C）コーチに就任した吉田直人
氏より、HPCについて、また自身のS&C専門職としての考え方についてご紹介します。

－HPCのトレーニングコンセプト

マンスが出せるよう綿密に作成しま

限ながら、フリーウェイトを中心に可

についてお話しください。

す。また、各選手の状況に合わせてプ

能な限りフリースペースを作り、安全

トレーニングのコンセプトとして根

ログラムを修正し、短期／長期的にパ

にトレーニングができるよう設計して

底にあるのは、科学的根拠の活用
（エ

フォーマンスを向上させていくことを

あります。

ビデンスベース）です。トレーニング

考えています。
－HPCで今後やっていきたいこと、

科学の進歩はとても速く、5 年前に有

子どもに対しては、スポーツ活動に

効であると示されているトレーニング

参加している場合には長期選手育成計

方法でも、時間が経った現在では有効

画
（LTAD）を基に発育発達を考え、そ

HPC が で き た こ と で、 こ れ ま で

でないということもあります。我々ス

の時々に最適な体力要素の向上、動作

NSCAジャパンができなかったこと

タッフは、常に知識をアップデートし

の習得、傷害予防を考慮したプログラ

をやりたいと考えています。大きく

ながらその時最も有効と思われる科学

ムを作成し、楽しさも含めて指導して

は 5 つの項目になります。

的根拠を基に、トレーニングの原理・

いきます。一方で、日常的にスポーツ

① 指導活動：アスリート、チーム、

原則を活用し、選手・コーチ・競技特

活動に参加していなくても身体を動か

子ども、一般の方々へのトレーニング

性・その他のクライアントからのニー

したい、運動したいという子どもに対

で結果を出していきます。特にアス

ズ分析を行ない、そして我々の経験を

しては、
まず運動の楽しさを感じさせ、

リートにとっては、勝敗が明確な結果

応用しながら、安全で効率よく傷害予

そこから発育発達を考慮したプログラ

となります。我々スタッフも勝敗の結

防とパフォーマンスを向上させていく

ムによって運動能力、体力レベルを向

果に対し責任を感じながら指導にあた

ことを考えています。

上させていきます。また一般の方々に

りたいと思います。

アスリートには、起こしたい身体の

は、生活の質
（QOL）向上を念頭に置

② 教育活動：これまでNSCAジャパ

変化を引き出すために必要なトレーニ

き、個々の目的と身体の状態に合わせ

ンができなかった、施設環境に影響を

ング刺激を、プログラムの内容によっ

た運動により、健康寿命を延ばし毎日

受けないS&Cを学べる場を提供して

て変化させていきます。トレーニング

が楽しく健やかに送れるように体力レ

いきたいと思います。例えば、オリン

プログラムでは、トレーニング様式

ベルの維持、向上ができるように指導

ピックリフティングの実技セミナーに

します。

おいて、HPCではプラットフォーム

（ウェイトトレーニング、プライオメ

その構想についてお話しください。

トリックス、スピード&アジリティ、

HPCのミッションは、子どもから

代謝系、柔軟性、モビリティなど）
、

高齢者にいたるすべての人々の健康増

き、全10面の場所を確保できるため、

エクササイズ、強度、量、休息時間、

進と、アスリートの競技力向上および

一度に多くの参加者に実技を行なって

頻度、
そして個別性
（年齢、
性別、
トレー

傷害予防を実現することです。上述の

いただくことができます。また、測定

ニング歴、既往歴など）を考慮し、目

トレーニングコンセプトの下、これら

機材も揃えているので、これまでなか

標とする試合に向けてピークパフォー

を実現できるよう、HPCは必要最小

なかできなかった測定機材を活用した
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以外でもバーベルを落とすことがで

セミナーも開催可能になりました。そ

役に立つようなデータを発信していき

ときに図書館でNSCAのエッセンシャ

して、人材育成の部分ではHPCでの

たいと思います。また、これら機材は

ル（『ストレングストレーニング&コン

インターンシップの受け入れを行な

HPC利用者にも貸出（有料）をします。

ディショニング』）を見つけ、協会とそ

い、次世代のパーソナルトレーナーや

クライアントやチームの測定、ご自身

の認定資格を知りました。エッセン

S&Cコーチの育成の環境を提供して

の測定、または研究においてなど、ぜ

シャルは、一冊に筋生理学からプログ

いきます。

ひ活用していただきたいと思います。

ラムデザインまで、現場で指導する上

③ 地域モデル活動：流山市と連携し

⑤ 企業との取り組み：企業と共同で

で必要な知識が詰まっていてとても役

て、子どもの体力向上や、子どもを指

の用具またはプログラムの開発、そし

立ちました。初めは、専門用語や内容

導する地域のスポーツ指導者に対する

て共同でのセミナー開催などをしてい

が難しく、特に基礎理論の部分は理解

正しいトレーニング、指導知識の普及

きたいと考えています。

していくのがとても困難だった印象が

をしていきたいと思います。また、一

以上、大きく 5 つの項目があります

般・高齢者の方々に対する健康増進へ

が、HPCでの活動には無限の可能性

何度も何度も読みながら重要なところ

の取り組みを実施し、定期的な測定

が秘められています。今後も、会員様

をノートに書き写し、その作業を繰り

を通して効果を検証しながらより良

からのニーズや業界全体の流れ、社会

返していくと、その章での重要なこと

いプログラムを作りたいと考えていま

の変化に応じて社会に有益な情報発信

や、他の章で説明されていることの関

す。さらに、こういったプログラムを

をしていき、HPCがトレーニングの

連性などが徐々に理解できるようにな

HPCから各地方自治体に情報発信し

情報交換の場となり多くの方々が出入

りました。ただ今でも、何か疑問があ

ていき、
こういった取り組みを通じて、

りする施設にしたいと思います。

れば手に取って確認しています。資格

あります。試験までは常に持ち歩き、

を取り、様々な仕事をしました。ス

各地域が健康増進のための安全で効果
的な運動を多く取り入れ、将来的に日

－ヘッドS&Cコーチになられた経

ポーツクラブ 2 店舗、治療院 2 店舗、

本全体が健康的な社会になっていって

緯についてお話しください。

パーソナル活動など様々な場所で活動

私は一度、金融機関に就職をしまし

をしていき、徐々に 1 つの職場に集約

ます。

たが、
この業界で仕事がしたいと思い、

していきました。その施設が、約10

④ 測 定 活 動：HPC で は、 様 々 な 測

NSCAジャパンを知ったのが15年前に

年お世話になり、S&Cコーチの基礎

定 機 材 を 揃 え て い ま す。3D Body

なります。

を教えてもらったウイダートレーニン

いく手助けをしていきたいと考えてい

Scanner、体組成計、フォースプレー

当時を振り返ると、体育大学等で専

グラボです。その当時は、まだS&C

ト、動作解析ソフト、筋電計、光電

門的に勉強したわけでもなく、ただト

の概念を基に指導している施設はかな

管、跳躍高測定器など、これらの機材

レーニングが好きだからトレーニング

り少なかったと思います。幸運にも

を活用して、現場で指導される方々の

を教える仕事に就きたいと思っていた

ウイダートレーニングラボの母体が、
NSCAをアメリカから日本にもってき
た森永製菓株式会社でした。その関係
で、NSCAジャパンのお手伝いやセミ
ナー講師をさせていただきました。ウ
イダートレーニングラボでは、様々な
競技レベルの選手、チーム（プロ野球、
Jリーグ、プロテニス、プロビーチバ
レー、プロバイク、全日本女子バレー
ボール、全日本スノーボードなど）を
指導させていただき、多くの経験を
させていただきました。そのほかに
も、大阪での施設の立ち上げや施設運
営など様々な経験をさせていただきま
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した。その後、チーム専属の活動がし

ています。そのために、専門職として

たいと思い、ラグビートップリーグの

の知識・技術はもちろんですが、それ

ホンダヒートで専属S&Cコーチを 5 年

を伝えるためのコーチング力、人間力

間務めました。そこでは、ウイダート

を常に磨くように意識しています。そ

レーニングラボとは、また違った経験

のために、いま実際に行なっているこ

をすることができ、多くのことを吸収

とは、毎朝 5 時30分に起床して行なう

し、それらが今の私のトレーニング指

読書です。色々なジャンルの本を読み

導の基盤になっています。また、ウイ

ます。トレーニングの論文や書籍、競

ダートレーニングラボに所属していた

技指導者が書いた本、マネジメントや

時期からホンダヒートも含め、NSCA

経営者の本など、とにかく自分が興味

ジャパン南関東エリアディレクター、

のある内容について読むようにしてい

試験・CEU委員会委員として活動し

ます。4 月から始めたのでまだ 3 ヵ月

てきました。そういったこともあり、

ぐらいなのですが、私の中では有意義

NSCAジャパンとはかなり長い間接点

な時間になっています。勤務日の一日

がありましたが、その中で本当に運良

のスケジュールを参考までに図にして

くHPCのヘッドS&Cコーチとしての

あります。
また、指導の際には言葉で伝えるこ

お話をいただき、現在に至ります。

5：00
30

6：00

トレーニングを専門に扱う協会が施

と、デモンストレーションで伝えるこ

設をもつことは、現在の日本ではない

との 2 つを大切にしています。指導を

ことです。多くの方が注目し、期待さ

受ける側も動きを見たほうがイメージ

れていると思います。その期待に応え

しやすいと思います。ですので、常に

るように、皆さんと協力しながら誠心

正しいテクニック、綺麗な動作を見せ

9：00 10

誠意この仕事に臨みたいと思います。

られるように自分の身体のコンディ

30

7：00

朝食・通勤

8：00 10

10：00

ションを高めるように取り組んでいま
－S&C専門職として心がけている

す。言葉で指導する際には、慎重に言

ことはありますか？

葉を選びます。受け取る側に理解され

私は、この仕事は人と人との関係で

心に響く指導を常に意識しています。

成り立つ職業だと思いますので、子ど

相手の心に響かなければ行動変容は起

もや一般の方、どのレベルのアスリー

こせないと思っているからです。もち

トでも、
少し大袈裟かもしれませんが、

ろん全てが上手く良い指導ができてい

その方の人生にかかわると思って仕事

るとは思いませんが、受ける側の心理

をしています。指導を受ける方の中に

状態、共通言語、脳科学を意識したポ

は、簡単な例でいうと、スポーツの勝

ジティブな言葉、話し方、聞き方を

敗で契約が変わる方もいれば、学校の

常に考えて言葉を選んでいます。まだ

入学に推薦を得られるかどうかが決ま

まだ理想のS&Cコーチにはなれてい

る方もいます。そういった方々の思い

ませんし、失敗することも多く日々反

を受け取って一緒に目標達成に向かっ

省することが多々あります。ただ、自

ている感覚です。また、私のモチベー

分で諦めたらそこまでだと思いますの

ションは
「人の役に立つ」
ということで

で、目標は高く理想のS&Cコーチ像

す。ですので、私のクライアントには

を目指し続け、そのための行動をする

吉田に教えてもらってよかったと感じ

ように心がけています。◆

てもらえるような指導をしたいと思っ
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夕食・家族との時間
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Number 7

勤務日の一日のスケジュール

