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はじめに
　2017 年 9 月 19 ～ 21 日に、所属先の
社員研修として、韓国SAMSUNG社の
スポーツ環境を見学する機会を得た。
研修の目的は、各種現場を視察し、施
設やシステムなど、様々な面において
日本との違いをみつけることであっ
た。結果、主に選手や施設の管理シス
テムにおいて、我々の想像していた以
上に日本のスポーツ界との違いを感じ
た。そこで本稿では、研修で学び得た
ものを、ストレングス&コンディショ
ニングコーチの視点で以下の項目に分
けて報告したい。
●SAMSUNG生命について
●各スポーツ施設の概要
●実際のトレーニング状況やトレーニ
ングシステム等について
●視察を終えて

SAMSUNG生命について
　SAMSUNGグループには数多くのス
ポーツチームおよび選手が所属してい
る。今回の研修先である『SAMSUNG
生命』の施設内にあるスポーツコンプ
レックスは、スポーツ医学とトレー
ニングにおけるその拠点となってい
る。通常は外部に公開していない施設
であるが、今回特別な計らいにより施
設内部を案内していただいた。ここに
は男子卓球、女子卓球、男子テコン

ドー、女子テコンドー、男子レスリン
グ、男子バスケットボール、女子バス
ケットボール、男子バレーボールの選
手がおり、SAMSUNGグループ全体で
約 600 名（プロ・アマチュア含め）が所
属している。各競技に国際レベルの選
手が多数在籍しており、我々が視察し
た日にも、より高いレベルでの練習を
求め、わざわざ足を運んで練習や体力
トレーニングをしている他チームの選
手や高校生もいた。

各スポーツ施設の概要
　この施設には、トレーニング施設の
ほかに、選手宿舎も併設されていた。
研修中に視察することのできた施設
は、トレーニングセンター、リハビリ
テーションセンター、屋内プール、ク
リーニングルーム、卓球コート、バレー
ボールコート、バスケットボールコー
ト（男女別）、テコンドー道場、レスリ
ング練習場、選手専用レストランで
あった。以下、各施設の概要を報告す
る。

トレーニングセンター
　トレーニングセンターは主にウェイ
トトレーニングの機器を揃え、フリー
ウェイトとマシーンは約半々で、機器
の割合として有酸素系であるトレッド
ミルやバイク等は少なかった（写真 1、

2 ）。
　トレーニングセンター中央にスト
レッチングや他のエクササイズを実施
できるスペース、左奥にリフティング
スペースがあり、その他は部屋を中央
で 2 分割し、各マシーンやラックが左
右に同じ数振り分けて設置してあっ
た。我々の見学中、男子バレーボール
チームがトレーニングを行なっていた
が、片側のスペースのみを使用してお
り、もう一方のスペースは他競技の選
手が使用していた。同じトレーニング
センターの中でも 2 つに振り分けるこ
とにより、混雑を回避するなどメリッ
トが多いように感じた。写真 2 のよう
に、フリーウェイトのラック周辺は広
いスペースがとられており、2 m近い
選手が並んでトレーニングしていても
十分なスペースであった。トレーニン
グセンターには、NSCA認定資格の保
持者はいなかったが、陸上競技出身の
トレーニングコーチが数名常駐してお
り、トレーニングセンターに来た選手
に対してその都度個別に対応してい
た。
　
リハビリテーションセンター＆
屋内プール
　リハビリテーションセンターには、
トレーニングセンターと同様のマシー
ンのほか、より重量を細かく設定でき
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るマシーン、アクティブストレッチン
グができるマシーン、バイオデックス
等の測定機器、身体への負荷を減らし
た状態でトレーニングできるものが数
多く設置してあった（写真 3 ）。また、
水中でのエクササイズ設備（屋内プー
ルと水中ランニングができる設備）も
完備されている（写真 4 ）。リハビリ
テーションプログラムはもちろんのこ
と、術後の関節可動域改善から多岐に
わたって行なわれていた。
　スタッフはAT（韓国での公認アスレ
ティックトレーナー）5 名とPT（理学
療法士）2 名で、今回はチーフ（AT）に
話を聞くことができた。
　リハビリテーションセンターを利用
する選手は、主に 2 週間以上のリハビ
リテーションを要する選手である。そ
して基本的には 1 日 8 時間のプログラ
ムを受けるとのことであった。最初
に 2 名の理学療法士による損傷部位の
状態の確認が行なわれ、治療やマッ
サージを受け、その後午前午後と 3 時
間ずつのリハビリテーションプログラ
ムを行なっていた。

クリーニングルーム（エキップメント
ルーム）（写真 5 ）
　専属のスタッフが常駐しており、選
手一人ひとりにロッカーが用意され、
洗濯を終えたものが入れられていた。
ユニフォームや練習着のほか、普段使
用している枕等、様々なものに対応し
ていた。レベルの高い選手だからこそ
のサポートだと感じた。

卓球コート（写真 6 ）
　卓球台が全部で 8 台設置してあっ
た。横には観客席が設置してあり、写
真 6 は観客席から撮影したものであ
る。卓球台 1 台ごとに仕切りがあり、
その台のプレーのみに集中できるよう
になっていた。また、卓球台は 3 種類
ほど設置してあり、メーカー等によっ

て違う天板の質も確認できるようにし
てあった。

バレーボールコート（写真 7 ）&
バスケットボールコート（写真 8 ）
　バレーボールコートとバスケット
ボールコートは同じ棟の同じ並びにあ
り、バスケットボールコートは男女別
であった。コート脇が広くとられてお
り、トレーニング機器等も充実してい
た。写真 7 のように、男子バレーボー
ルと男子バスケットボールのコートに
は観客席が設置してあり、練習試合を

行なう際に観客も招ける設備が整って
いた。

テコンドー道場（写真 9 ）&
レスリング練習場（写真 10 ）
　テコンドーもレスリングも練習場の
スペースは一緒で、こちらも試合を行
なえるように整備されていた。また、
テコンドー、レスリングともに所属し
ているほとんどの選手がナショナル

写真 1、2　トレーニングセンター

写真 3　リハビリテーションセンター

写真 4　水中ランニング設備

写真 5　クリーニングルーム

写真 6　卓球コート
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チームの選手であり、練習場の壁のい
たるところに歴代のオリンピックメダ
リストの写真や記録が飾られていた。

選手専用レストラン
　レストランは、バイキング形式で多
くの種類が用意されていた。シェフの
ほか栄養士もおり、選手の栄養バラン
スは基本的には管理されているという
ことであった。驚きだったのは、寿司
など日本食が多くあったこと、そして
我々がレストランにいた間に食事に来
た選手のほぼ全員がラーメンを食べて
いたことだ。日本の選手であれば敬遠
しそうなメニューであるが、男女とも
にご飯のほかにラーメンを食べてい
た。レスリングやテコンドーなど階級
のある競技の選手に対しては、栄養士
から摂取しなければならないものと制
限が必要なものの指導が個別にあるそ
うだ。

施設全体を通して
　施設を見学し、共通していたことと
して、各施設に空気清浄機と冷蔵庫が
設置してあったことが挙げられる。地
下にある練習場では汗の匂いが溜まる
ようで、空気清浄機は大きなものが
大体 2 台ずつ設置してあり、選手がい
ない時間帯も常に稼働していた。ま
た、冷蔵庫には自由に飲めるミネラル
ウォーターとお茶が常備してあり、選
手は各々必要な分だけ取っていくよう
になっていた。
　また、トレーニングセンター以外の
各練習施設には、そのチームが獲得し
たタイトルの横断幕や記録が目立つと
ころに掲示してあり、テコンドー、レ
スリングの練習場は特に目立つレイア
ウトになっていた。これらは成績を残
した選手を称えるとともに，現役選手
のモチベーションを上げるのに良い刺
激になるのではないかと感じた。

実際のトレーニング状況・
トレーニングシステム等について
　前項のとおり、選手は各練習施設を
いつでも自由に使用することができ
る。我々が視察した日は、ナショナル
チームの遠征や、チームの試合等が重
なり、施設内でそれほど多くの選手を
見ることがなかった。その一方で、自
主トレーニングやリハビリテーション
に励む選手が多くみられた。トレーニ
ングはもちろんであるが、昼食の時間
もバラバラであり、各選手のペースで
様々なことを行なうことができるのを
実際に見て、選手が置かれている環境
の良さを肌で感じた。以下、トレーニ
ングシステムについて、通常の“トレー
ニングプログラム”と“リハビリテー
ションプログラム”に分けて報告する。

トレーニングプログラム
　チームごとにトレーナーが所属して
おり、所属選手各々に合わせてプログ
ラムを作成している。その他、監督・
コーチからの要望もすり合わせ、プロ

グラムが完成する。主にウエイトリフ
ティングや陸上の走る、跳ぶ、投げる
という動作が念頭にあり、さらに専門
的な動作を加えていくことになるよう
だ。

リハビリテーションプログラム
　リハビリテーションプログラムを実
施する選手は、復帰に 2 週間以上かか
る選手である。リハビリテーションを
行なう選手は、基本的には毎日リハビ
リテーションセンターに通い、主に
図 1 のような流れでプログラムを行な
う。リハビリテーションセンターには
各チームには所属していないリハビリ
テーションセンター専属のトレーナー

（AT）がおり、プログラムはそのトレー
ナーが作成している。また、リハビリ
テーションのほか、各種測定機器を用
いて患部の回復具合を確認している。
なお、トレーニングセンター、リハビ
リテーションセンターともに、管理す
るスタッフにNSCAの有資格者はいな
かった。

写真 7　バレーボールコート 写真 8　女子バスケットボールコート

写真 9　テコンドー道場 写真 10　レスリング練習場
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　施設のトレーナーの方々との話を通
じて、システムの重要さを再認識した。
各トレーナーに別々の役割があり、全
員が連携をとることで、選手強化のよ
り良い環境を築き上げていた。トレー
ナー一人ひとりに別々の考え方やプロ
グラムがあると思われる。しかし、意
見が対立するのではなく、目の前の選
手が強くなるためにはどうしたらよい
のか、常に最善の方法について意見を
出し合い、全員で方法を取捨選択して
いるようだった。常にブレインストー
ミングを行なっているような、そのシ
ステムが、同社の選手およびチームの
強さを支えているのだと感じた。
　また、視察当日は女子卓球チームの
練習も見学することができた。同社の
選手だけではなく、他チームの選手や
高校生も練習していたが、選手同士が
積極的に意見を交わしながら練習して
おり、特に高校生に対しては熱心に指
導している印象を受けた。トレーナー
同士やトレーナーとコーチだけではな
く、選手同士が各々の技術向上のため
に意見を交わして、時には映像を確認
しながら練習し、さらに後進の育成に
も手を抜かない姿勢が同社に所属する
選手の人柄や強さを物語っているよう
に私の目には映った。

視察を終えて
　今回渡韓し、SAMSUNG社のスポー
ツコンプレックスを自分の目で見て肌
で感じることができたこと、そして日
本国内ではなく海外のプロ選手、また
それをサポートするスタッフの現場を
見ることができたことは、トレーナー
を生業とする我々にとって、言うまで
もなく大変貴重な経験、そして財産と
なった。
　日本における大型のスポーツコンプ
レックスと今回のSAMSUNG社のス
ポーツコンプレックスとの一番大きな
違いは、管理システムにあると考え

る。各々の持ち場で選手とかかわるの
はもちろんのことながら、各スタッフ
が連携し、選手一人ひとりをしっかり
とバックアップしている。この管理シ
ステムがあるからこそ、SAMSUNGグ
ループに数多くの選手が所属している
状況でも、選手一人ひとりの情報がす
べてのスタッフにきちんと共有されて
いるのだと思う。
　また、私個人として、あらためて我々
スタッフ個人の知識やスキルの向上が
必要であると実感した。施設等の状況
を改善し、サービスとして提供してい
くことはすぐに実行することが難しい
場合が多い。しかし我々が様々な視点
からの知識やスキルを身につけること
は、周りの環境に左右されずにクライ
アントの皆様にいち早く提供できる
サービスである。そのためにも、日頃
スタッフ同士で行なっている勉強会や
自身での学習の質を向上させる重要性
を感じた。

結語
　私はS&Cコーチとしての経験がま
だ浅い。ゆえに、いくら机上で勉強を
していても、トレーナー業界において
知らない世界が多々あると理解してい
たつもりである。しかし、世界のトッ
プレベルを実際目の当たりすることで
感じたのは、本当に自分がこの世界の
一部しか知らないということである。
これまでにNSCAを通してたくさんの
S&Cコーチに出会った。様々な境遇の
S&Cコーチがおり、様々な考え方やク

ライアントに対するアプローチがある
ことを学んだ。私にとってNSCAとい
うコミュニティーは、自分の知らない
世界を知ることのできるとても大切な
場である。
　韓国では、日本ほどNSCA組織の活
動が活発ではないようであった。実際、
今回視察したトレーニング施設には、
前述のとおりNSCAの有資格者はいな
かった。だからこそ、トップレベルで
NSCAの有資格者が大勢活躍する日本
で活動することの大切さを感じる。日
本でNSCAの有資格者として自覚およ
び責任をもって活動することが、世界
に目を向けることができる立場を築き
上げ、自身の世界も広げると考えるか
らである。
　今回のようなまたとない貴重な機会
を得ることができたことに感謝し、今
後の日々の業務に生かしていきたい。
◆
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図 1　リハビリテーションプログラムの流れ




