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第6回JISSスポーツ科学会議
〜世界で勝つためのスポーツ科学〜

センター長就任にあたって
国立スポーツ科学センター長

岩上安孝

2010

ナショナルトレーニングセンター施設長

10

︵独︶日本スポーツ振興センター︵ＮＡＡ
ＳＨ︶のもとに設置されております国立ス
ポーツ科学センター︵ＪＩＳＳ︶センター
長︐ナショナルトレーニングセンター︵Ｎ
ＴＣ︶施設長に就任しました岩上です︒
開所以来︑足かけ 年の歳月が経過し
ますが︑振り返りますと︑本センターの構
想づくりからスポーツ医・科学サポートの
具体的取り組みの第一歩を踏み出された
初代浅見先生︑更に︑サポートの充実とと
もにスポーツ界の長 年の思いであったナ
ショナルトレーニングセンターの整備に二
代笠原先生が︑多くの方々と共に汗をな
がされてまいりました︒
その結果︑選手・コーチ等からの要請に
応えられる研究面での充実が図られ︑そ
の研究成果が強化の実践の場にフィード
バックされ国際競技力向上に生かされ︑
今日のＪＩＳＳへの信頼にも繋がってきて
いるものと考えます︒

スポーツ分野に限らず︑世界に伍して
戦っていくには︑可能性を秘めた人づくり
がまずもって必要不可欠であります︒し
かしながら﹁いくら良質の原石でも︑それ
を磨く職人がいなければ決して美しい光
を放つことはない﹂と言われるように︑支
え導く指導者︑活動の場︑育成・強化を
支える財源︑加えて︑これらの要素が十分
に機能する仕組みが重要であることは申
し上げるまでもありません︒
今後とも両センターは︑これまでに築
き 上 げ て き た ノ ウ ハウ と 信 頼 を 更 に 高
め︑ＮＡＡＳＨが運営するスポーツ振興基
金やスポーツくじによる支援とも相まっ
て︑極限に向けて頑張っている選手・コー
チを支える一翼を担ってまいりたいと考え
ております︒
年々︑ＪＩＳＳ︑味トレの機能も充実し
てきておりますが︑今後︑ハード面では︑
年の３月を目途に味トレのアス
リートヴィレッジの増築が予定されてお
り︑競技者はもとよりアカデミー生や専
任コーチ等が長期滞在できるよう︑現在
の
名から約
名規模に拡充さ
れます︒また︑競技別強化拠点に国から
指定された戸田の漕艇場も︑専用艇庫や
トレーニングルーム等を整備し高機能化
を図ります︒ソフト面では︑昨年９月に開
所しましたＮＡＡＳＨロンドン事務所を
情報戦略拠点として︑ＪＯＣ等との連携
協力のもとに
年ロンドンオリン
ピックに向けた支援活動を展開してまい
りたいと考えております︒
既に冬季競技は︑バンクーバーが終了
しソチに向けて歩みだしておりますし︑夏
季競技は︑
年ロンドンを目指し︑
年リオデジャネイロも視野に入
れ強化も佳境に入ってまいります︒
ＪＩＳＳと強化のベースキャンプとな
る味トレが︑競技別強化拠点ともネット
ワーク化を図り︑選手・コーチの皆さまの
汗の結晶が︑光り輝くメダルへの掛け橋
となるよう︑その役割を果たしてまいり
たいと考えておりますので︑ご指導ご協
力をお願いいたします︒
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News Letter

高度化、高速化した世界の競技レベルに
スポーツ医・科学はどのようにかかわっていくべきか。

Vol.18
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News Letter

支出︑民間部門から調達した資金︶されている組織で

億ポンドが投資︵財源は国営宝くじの収益金︑国庫

１９９７年に設立されたＵＫスポーツは︑毎年約１

しても﹁ミッションの一員である︑お互いにサポートし

てもらうようにしています︒練習時間を削ることに関

提携している選手に３日間︑ＶＩＳＡの宣伝に協力し

五輪のスポンサーです︒ＵＫスポーツは１２００人の

ている﹂ことを選手たちは知っていますので︑進んで

す︒ＵＫスポーツは文化︑メディア︑スポーツ省︵ＤＣ
ＭＳ︶への報告義務を負うことからもわかるように︑
円︶はほ

宣伝活動に協力しています︒
予算の約３億ポンド︵ ポンド＝約

英国のスポーツ組織の﹁最上位﹂に置かれています︒
ぼ夏の競技にかけていますが︑そのうちのおよそ１億

本部はロンドン中心部にあり︑スタッフは１００名で
５千万ポンドがロンドンオリンピックの成功のために︑

成される理事会の管理下にあり︑理事会は
１度開催されています︒

があり︑そこでは学校の教員をサポートし︑若い学生
出場するわけではありません︒どの種目においても︑

ていますが︑必ずしも全員がロンドンオリンピックに

かかります︒試合のための旅費︑宿泊費︑選手の参加

い︑養成に力を入れています︒選手育成にはコストが

メダルが向こう８年間で獲れそうな選手にお金を使

スポーツで働きかけています︒ま

得られるように
きるように活動しています︒
チームアプローチを強化しようとしています︒ワンチ
さい﹂というお話もできるわけです︒

すので︑練習時間を削って﹁３日間宣伝の時間をくだ

らの資金は直接ＵＫスポーツから選手に支払われま

勝てる可能性がある選手にお金を配分します︒これ

す︒しかし︑お金をかけなければ強化はできません︒

ーム・ワンミッションをサポートし︑ベストパフォーマ
は︑２００５年が大きな転換期でした︒ご承知のよう
にＩＯＣ総会で２０１２年のオリンピック招致を勝ち

そのことを訴え︑翌年には莫大な予算を獲得しまし

ただちに２０１２年に何を目標とするかを話し合
因で︑くじの資金をスポーツに使うことが決まりまし

ピックではメダル取得数が 位でした︒この不振が原

イギリスの現状を申し上げると︑アトランタオリン
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い︑どんな目標を設定するかを議論しました︒政府に

取ったのです︒

アテネは 位︑北京は４位に大躍進

ンスを実現したいと考えているのです︒ＵＫスポーツ

イギリスでは︑ロンドンオリンピックに向けてワン

登録費︑スポーツ科学のコスト︑医療のコストなどで

続けてベストになりたいというインスピレーションを

基本的なスキルを身につけ︑その後もっとスポーツを

ＵＫスポーツでは︑１２００人の選手をサポートし

に強化するための資金にする予定です︒

残る半分は２０１６年のオリンピックに向け︑持続的

カ月に

1
3
8

す︒イギリス連邦各国代表と独立メンバーによって構

1

がスポーツを楽しむ環境をつくっています︒そこでは

トすることです︒ユーススポーツトラストという財団

ＵＫスポーツの役目は明快︑エリート選手をサポー

2

た︑能力がある子どもたちに適切なサポートが提供で

U
K

全種目︑全競技が力を合わせ２０１２年に大きな目標

た︒これを﹁ミッション２０１２﹂と名づけましたが︑

金メダル ︶︒まさかここまでメダルが獲れると思い

て北京では大躍進の４位になりました︵メダル 個︑

た︒その結果︑シドニーでは 位︑アテネも 位︑そし

36

を達成することを確認し︑行動に移しました︒その結
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個を超

これがロンドンの目標です︒パラリンピックについて

ダルを獲る﹂

︵ＥＩＡ︶と協力を密にしました︒ＥＩＡは日本と同じ

プし︑より多くの種目でメダルを獲得できるようにし

は２位から落ちないことが目標です︒今の順位をキー

﹁絶対に４位以内になる︑そしてより多くの種目でメ

で各競技種目に対して責任をもってサービスを提供し

たいと思っています︒

す︒４年間でおよそ６５０万ポンドを投資配合しまし

三つ目の基本プログラムは︑研究イノベーションで

どの程度前進できるのかを重視しています︒何千万ポ

います︒ミッション２０１２では︑ロンドン開催までに

大きなスポーツイベントの誘致と国際協力の取り組

ンドという投資資金は国から支給されています︒各競

す︒２０１２年に成果を示すことができれば素晴らし

ポンドをかけて主だったイベントをイギリスに誘致し︑

みについてお話しします︒２０１３年までに１千５百万

た︒さらに１千万ポンドの投資を確保しておりまして︑

せ︑問題があった場合は解決策が得られるようにして

ただ︑成功するには本当にお金がかかります︒よっ

各競技を支える三つの基本プログラム

ですが︑その内の一つが人材発掘です︒４年間で２２０

いことです︒もし成功すればリサーチ監修研究評議会

開催するプロジェクトを進めています︒実は︑国内で国

成できていることを証明しなければならないのです︒

万ポンドを使ってキャンペーンをしています︒たとえ

だけるかもしれません︒航空会社など民間とパートナ

との関係は︑２０１２年以降も継続し︑また資金をいた

技種目の成果を上げ︑国や一般市民に対して実際に達

ば︑若いサッカー選手のためのプログラムです︒プロで

際大会等が開催されると パーセントもパフォーマン

し︑研究機関や大学に直接資金配分がなされていま

このようなサイクルを守れば︑コーチも安心して指
はない有望な選手たちにオリンピックでセカンドチャ

ーシップを組んでおり︑優秀なエンジニアがノウハウを

パフォーマンスが高くなれば世界ランキングも高くな

スが高くなるということが研究でわかっているのです︒

これは英国のリサーチ監修研究評議会で予算を確保

導に取り組めるはずです︒イギリス内部︑海外からの

提供してくれています︒現在約１００のリサーチイノベ

各種目のサポートのための基本プログラムがあるの

コーチからも安心してもらえるように４年か︑４年以
ンスを与えるのです︒２００９年では１８７人の選手

ーションプロジェクトが進行中で︑テクニック︑機器︑装

見てお金が流れていく仕組みです︒

上の契約をしています︒選手育成に関しまして︑８年
が選抜を受け︑コンファーメーション︵確認︶までいった

備を使ったスポーツでリサーチが行われています︒

のは３人でした︒その内２人がオリンピック養成プロ
グラムに参加しています︒確認とは﹁体格がいい﹂
﹁メ

年︑資金配分を再チェックしています︒資金を得るに
は将来の可能性を示すか︑今の成績を残すしかありま

ンタルも向いている﹂
﹁技術も戦術も備わっている﹂と
判断された場合︑
一定期間その選手を試すこ

など育成において選手の特徴を把握するようにしてい

ていきます︒コーチはテクニカル面︑戦術面︑メンタル面

経済的な見返りは７倍になるという結果もあります︒

は︑大型イベントに投資をすると︑その投資に対する

経済面でもメリットがあります︒イギリスの研究で

グジャイアント﹂や﹁トーアンドタレンテッド

女子選手の発掘プログラムや︑
﹁スポーティン

あり︑緑色は満足な状況︑黄色は改善途上です︒すで

評価が出たところに私は注目しています︒赤色は問題

少なくとも年３回は評価するようにしています︒赤の

め選手を赤︑黄色︑緑︑あるいはＡＢＣというかたちで

援を必要としている状態なのかを把握します︒そのた

ウハウ蓄積が重要となるのです︒

トビジネス︑ネットワーキング︑パートナーシップのノ

よって誘致のノウハウ︑イベントプランニング︑イベン

係を積極的に進めていくことは結果的にパフォーマン
ス向上にも役立ちます︒オリンピック・パラリンピッ
環境を向上させる効果があります︒国同士︑エリート

クは国同士の競争ではありますが︑スポーツ界全体の
スポーツを守り︑振興し発展させていくための国際協

このことにより各競技で成果が上がっています︒た

力が重要です︒競技においては競争関係にありなが

を発掘するプログラムです︒
﹁トーアンドタレ

らもパートナーとして協力できなければ︑スポーツシ

とえばヨーロッパ選手権レベルでは︑北京オリンピッ

今までにないチャンスです︒ここで成功をおさめ︑そ

スのスポーツの歴史の中で︑地元オリンピック開催は

ク前に比べるとよりよい水準になっています︒イギリ
ンス︵テコンドー︶︑パラリンピックタレントプ

１２年︑オリンピックが開催されるというチャンスを

ステムそのものが成り立たないと考えています︒２０

人材を発掘します︒また︑ファイティングチャ
ログラムも始めています︒サポートの経験に基

敗に終われば︑未来のスポーツ選手を失望させること

のレガシーを２０１２年以降に残したいです︒もし失

活かし︑他の国々とのパートナーシップを築き︑国際

をレガシーとして残していきたいと思います︒

になるので︑気は抜けません︒

国際協力で大事なことは両国にメリットがあるとい

競技連盟にも貢献したいと考えています︒

います︒その活動を﹁エリートコーチアプレ

チにノウハウなどを指導してほしいと考えて

たコーチに︑まだそのような経験のないコー

高の結果を出すために︑全ての競技種目において解決

ック開催というビッグチャンスを活かすためです︒最

行っています︒２０１２年︑地元ロンドンでのオリンピ

現在︑今までにないほど非常に早いペースで強化を

すること楽しみにしています︒

ンスがあると思います︒２０１２年︑ロンドンでお会い

ただきました︒今後︑２国間でさらに協力し合うチャ

ついて数日間さまざまなミーティングでお話させてい

加するにあたり︑日本のハイパフォーマンスシステムに

係というのはパートナーシップです︒今回の会議に参

うことです︒わたしたちＵＫスポーツにとって︑国際関

ンティッススキップスキル︵徒弟見習い研修

願いしています︒同時に課題解決の支援をしてくれる

できていない課題がないか︑それを洗い出すようにお

エリートスポーツは国際協力が重要

実務に反映できれば︑パフォーマンス向上に

制度︶﹂と呼んでいます︒学んだことをすぐ

う予定で︑すでに世界競技でメダルを獲得し

弱を２００９年から２０１３年の４年間で使

の育成です︒育成については４００万ポンド

二つ目の基本プログラムは︑未来のコーチ

づいて各競技が力をつけ︑これらのプログラム

ンテッド２０１６﹂は︑背が高くて有能である

その他︑
﹁ガールズフォーゴールド﹂という

２０１６﹂といったキャンペーンがあります︒

に問題に着手していることを示しています︒

最後に国際関係についてです︒国際社会で協力関

ツは未経験者ではあるが︑素質のある人たち

﹁スポーティングジャイアント﹂は︑そのスポー

のか︑気持ちの再確認をするのです︒

とです︒何をしないとトップ選手になれない

おさめ︑メダルを獲得できるのです︒

り︑出場枠が増えます︒高い水準でより多くの成功を

25

ます︒スケジュールどおりに育成が進んでいるのか︑支

コーチは選手の特徴をとらえ︑プロファイリングをし

せん︒限られた資金配分をするには難しい意思決定が

で表彰台を狙える選手を養成しているためです︒毎

せん︒競技種目とその選手の現在の成績と潜在能力を

の大会でお金が必要であっても︑簡単に予算を割きま

ラリンピックにフォーカスする︑これが大原則です︒他

る際は︑投資の原則を設けています︒オリンピック︑パ

民間ではＶＩＳＡとも提携しています︒ＶＩＳＡも

成績を残し︑チーム２０１２の結成につながりました︒

ています︒パートナーシップを強化した結果︑北京で好

構築し︑医療︑科学に関してはインテデュードスポーツ

えたいと思っています︒

でした︒ロンドンでは︑北京のメダル獲得数

ませんでした︒パラリンピックのメダル獲得数は２位

47

10

47

果︑北京オリンピックでは大成功を収めました︒
目標を達成するにはさまざまな団体との効果的なパ
ートナーシップが必要です︒国内には の五輪種目と

19

パラリンピック種目に関する連盟があり︑協力体制を

47

意欲ある専門家を探し各競技のスタッフと引き合わ

1999年、ＵＫスポーツの一員となり、2009年までエリートスポーツ担当
ディレクターとして英国のエリートスポーツが大きく変化する局面で主
導的な役割を果たす。元国際的ネットボール選手で、1995年の世界選
手権ではチャンピオンシップディレクターを務めた。

つながるはずです︒理論ではなく︑すぐ現場に反映さ

UKスポーツ最高執行責任者（COO）

必要なのです︒資金は出すべきところへ迅速に出すよ

リズ・ニコル OBE（大英帝国勲章第４位）

て大金を投資する必要性を政府や一般市民に説明しな

ＵＫスポーツ ワンチーム・ワンミッション
―2012年に向けて万全を期す

せるのがプレンテスシップスキームです︒

招待講演３
うにしていますが︑選手には努力して予算を獲得する

2010年１月23日（土）、国立スポーツ科学センターにおいて第6回ＪＩＳＳスポーツ科学会議が開催された。今回のテーマは「世
界で勝つためのスポーツ科学〜Supporting the Best」。世界の競技レベルが確実に高度化、高速化するなかで、スポーツ医・
科学の研究支援、
トレーニング環境の整備が更に重要になる。科学会議は午前９時から開会し、三つの招待講演、三つのシンポ
ジウム、ポスター発表などもりだくさんの内容となった。その一部を紹介する。

よう呼びかけています︒

高度化、高速化した世界の競技レベルに
スポーツ医・科学はどのようにかかわっていくべきか。

なくてはなりません︒年間１億１千９百万ポンドの歳

〜世界で勝つためのスポーツ科学〜

入の内︑１億６百万ポンドを使います︒投資配分をす

［特集］第6回JISSスポーツ科学会議

エリートスポーツにおける
ＵＫ―日本のネットワークの可能性と成長
司会

和久貴洋（ＪＩＳＳ）
パネリスト

クリス・エール（ラフバラ大学）
高橋雅之（ＮＡＡＳＨロンドン事務所長）
リズ・ニコル（ＵＫスポーツ）
山下修平（ＪＩＳＳネットワーク担当）
杉田正明（ＪＯＣ／ＮＴＣ拠点ネットワークディレクター）

イギリスも旅 路をたどりながら学んでいま

トをいただきたいと思います︒
リズ
ジェンスプログラムを開発し︑それをベースにした

す︒日本も同じことだと思います︒日本はインテリ

世界で勝つにはどうするか
和久 イギリスではすでに大きなネットワークが組

相互利益が必要ですが︑ＮＴＣでは競技別目
まれています︒日本にもＪＯＣがラフバラ大学と提
仕入れていますが︑戦略的なものではありません︒

活動もされています︒イギリスでは非公式で情報は

和久

ークもつくっています︒

番伝えたいと考えていますか︒

標を立て︑さまざまな研修をしていますが︑なにを一

後︑イギリスと日本のパートナーシップをどう発展
日 本では戦 略 的に情 報 を 仕 入れ︑ベストを目 指し

携を結んでいるようにネットワークがあります︒今
させるかが︑世界で勝つということになると思いま
れの国で正しいやり方があると思います︒世界に対

ています︒世界レベルで勝つということは︑それぞ

杉田 世界レベルとは何か︒このことは絶対に外せま
いるものはなにかを分析し︑提供していけるような取
す︒それぞれの立場で︑世界で勝つということはど

せん︒世界レベルを目標とし︑足りないもの︑足りて
り組みをしています︒
してどのようなことをするのか︒そこから定義をつ

世界のスポーツの流れは速いです︒いち早く
くることが大切になると思います︒ロンドンオリン

山下
イノベーションを起こすことが勝つことにつながると
も違っていたと思います︒これほどまとまっていた

ピックがなければ英国内におけるパートナーシップ

ういうことかをお聞きしたいと思います︒

ックをめざして開所しました︒選手のサポート体制
思います︒課題を早く見つけ︑それに取り組んだもの

高橋 ロンドン事務所は昨年６月︑ロンドンオリンピ
をつくることがその目標ですが︑もっと大きな目標も
杉田 発掘して強化するということ︑世界最高のプ

が勝っていくのではないでしょうか︒

和久 ロンドン事務所ではいかがでしょうか︒

人脈を広げることです︒日本とヨーロッパのスポーツ

あります︒それはスポーツに関するさまざまな知識︑

世界に先んじてロンドンでオフィスを構えました︒

だと思います︒もちろん日本でもできます︒日本は

掲げることはオリンピック開催地ではなくても可能

プログラムをどう開発するかです︒世界のプログラ
私はロンドン事務所の話を聞いたとき︑とても驚き

か︑同じ目的意識を持てたか ……
︒ロンドンオリン
ピックがあったからだと思います︒ただし︑目標を

ムを活用するだけでは二番煎じになります︒独自の
ました︒実験的な取り組みだとは思いますが︑価値

材の育成が大切な要素だと思います︒その人材育成

プログラムの開発が求められます︒

ログラムを提供することだと思いますが︑まずは人

和久 ＵＫスポーツの企画を実践する場所がラフバ

そのような企業等との交流も計画しています︒

高橋 日本人は基本的にランキングをつけることが

拠点となることを目的にしています︒ロンドンには日

ラ大学だと思います︒

本の教育機関︑企業などの事務所もありますので︑

クリス ラフバラ大学はスポーツの拠点として全世
のある取り組みだと思います︒
和久 クリスさんはいかがですか︒

好きですね︒﹁アマントオブメダル︑オマントオブマ

ピックを開催することが決まり︑われわれはさらに

クリス リズさんが話したように︑ロンドンオリン

ネー﹂など︑どうしても

界で有名です︒選手がスキルアップを目指す場所で
量で考えてしまいがちで
団結するようになりました︒協力関係が親密になり

あることは言 う まで もあり
ません︒ただ︑大学ですから
す︒しかし︑世界はバリ

す︒日本のみなさまのためにも用意を完璧にしてお

当然︑学術研究も行っていま

かないといけないと思います︒ロンドンにオフィス

ました︒また日本との関係も親密になったと思いま

数を取るのではなく︑イ

んのお話でも︑メダルの
ギ リ ス 人 がメ ダ ル を 獲

ューで考えます︒リズさ

なけれ ばならないものもあ

せんが︑研究は長期的に行わ

計画をここまで持っているのはとても珍しいし︑感

を設けているのは日本だけです︒３年後を見据えた
銘を受けました︒イギリスも学ぶことができると思

得することでイギリス国
果 を 与 え ら れ るか を 考

ができ︑イギリスに戻ってくると街中が喚起してい

います︒私は幸運にも北京オリンピックに行くこと

民に対し︑どれだけの効

和久
えています︒ＵＫスポー

難しさはあります︒

となっているラフバラ大学のクリス・エール氏の参加
かえていますが︑リズさんは

日本も同じ課題をか

のもと行われた︒競技力向上のためには国際レベル

ました︒イギリス人選手が大活躍したからです︒こ

けられていますが︑その

の雰囲気をぜひロンドンオリンピックでも味わいた

ツには 莫 大 な 予 算 がか

いと思います︒スポーツがうまくいくと国があんな

どうお考えですか︒

ついて意見交換がなされた︒
なバリューを生んでいる

かけた費用に対し︑どん

和久

にも元気になるとは思ってもいませんでした︒

こと︒コストもかけないとい
ると世界で勝つことの意

のか︒日本もそこを考え

ついてはまず人材を見つける
けません︒適任者を見つける

必要ですね︒今後はさらに情熱をもって取り組むこ

ネットワークをもっと広く︑もっと深くすることが

和久 ＪＩＳＳでは現在︑ネットワークの構築をす

ことが重要だと思います︒い
味︑答えが見つかるので

に あ わ せてコ

主要競技大会

ート が 年 間の

個 人 のアスリ

す︒メダル獲得については過去５回 か国から か国

晴らしい成績を収めていることも付け加えておきま

で構成し︑年長者がそれぞれ 歳と 歳でしたが︑素

京とシドニーのオリンピックでは比較的高年齢の女子

目し︑カヤック女子の平均年齢は 歳でした︒ただ︑北

学 サイドから

に ︑我 々 が 科

ーを導入して︑ラボ条件︑あるいはフィールド条件化で

さまざまな機器を導入しました︒カヌーのエルゴメータ

前回のオリンピックに向けた強化トレーニングでは

肉の力を測るものです︒ 年間国際宇宙ステーション

社と共同開発したエルゴメーターで宇宙飛行士の筋

とＥＳＡとのプロジェクトです︒エンジニアリング会

スポーツ以外の分野とも提携しています︒ＮＡＳＡ

きるシステムをつくりました︒

定できるようミリメートル単位で踏み切りを判定で

とが当時はできなかったからです︒そこで︑すぐに判

とが議論されていました︒すぐにビデオで確認するこ

についてです︒踏み切りで審判が困難を感じているこ

して開発しています︒たとえば︑走り幅跳びでの判定

ムなどをヨーロッパ宇宙開発機関︵ＥＳＡ︶とも協力

ば三次元のモーションキャプチャー︑サウンドシステ

次に︑国際的なプロジェクトについてです︒たとえ

これは各国の情報も掲載しております︒

りに作ろうとしています︒ウェブサイトもあります︒

ワークを世界各地のハイパフォーマンスセンターの周

り︑この競技会の目的は︑コミュニケーションのネット

イパフォーマンススポーツトレーニング競技 会があ

国際的な活動について述べたいと思います︒国際ハ

からもサポートできるようにしています︒

人生後のことを考え︑選手や指導者に競技以外の側面

とが大切になります︒

ありがとうございます︒我々はイギリスとの

山下
ずれにせよ︑戦略的に行わな
和久 リズさんに︑いま

はないでしょうか︒

ン デ ィ ション

が今後の傾向と思われます︒

で争われています︒金メダルは複数の国で分け合うの

の サ ポー ト を

水上スキーでは競技管理用ソフトウェア開発に携わ

で実験設備として使われる予定です︒

チとして水上スキーに関与しています︒この競技用に

りました︒私は１９８５年からスペインチームのコー

イムで把握することができるソフトを開発しました︒

１９９９年からそれぞれのボートのタイムをリアルタ
緊急事態があった場合には審判がどういう状況にな
を使っています︒

っているのかがわかるように︑情報提供するデバイス

投資し︑２万４千平方メートルの規模で建設中です︒

円︶を

かたちで連動させると効率が良いかをテストしていま
サン・クガのハイパフォーマンストレーニングセンタ

また︑私どものセンターでは新しい施設を建設して

す︒運用器具研究開発の会社︵ＦＥＳ︶とはスポーツ器

す︒トレーニングの３次元分析も行います︒カメラを２

すべての施設に合計２００台のカメラを設置し︑デジ

います︒３６００万ユーロ︵ ユーロ＝約

具などの開発︑特定の計測ボートの製作や競技やトレ

ばれた直後の１９８７年発足当初よりスポーツ科学

ー︵ＣＡＲ︶は︑バルセロナオリンピックが開催地に選

た研究内容を構築する協力体制があります︒もちろ

選手が良い成績を上げるために大事な点として︑その

最後に︑常に私たちに問われていることを述べます︒

ナを含め３か所あり︑サポートしているスポーツは 種

プットを競技場に対して︑インターネット経由で情

て統合したコンピュータシステムを使い︑高いアウト
報を提供していく︑というのが我々のシステムです︒

ハイスピード︑ハイレブニッションのカメラ︑そし

ん︑ドイツ・カヌー連盟との協力関係も重要です︒実践

選手の健康︑トレーニング地の気候条件︑効果が実証

利の組織ですが︑良いサービスを提供できるようにし

目です︒主にオリンピック種目を重視しています︒非営

我々の仕事は大きく分けて４つです︒１つ目はレース

とともに歩み︑より安全で創造的な環境の中で選手
を養成すべく︑この新たな未来に積極的に立ち向か

ＣＡＲでは世界中のあらゆるトレーニングセンター

いたいと考えています︒

者は厚生省から派遣されています︒４００人ほどの選
手と︑６００人の学生が在籍しています︒生涯教育の

ています︒高校の先生は教育省から︑医療︑保険の担当

概念のもと︑単にパフォーマンス向上のみならず競技

今後オリンピックに向けた戦略としてどのような形で
うとしているところです︒

の強化︑トレーニングを実践するプランを具体化しよ

挙げられます︒ドイツ・カヌー連盟と協議をした上で︑

の最新の状況と照らし合わせ結果を現場に反映させる

トレーニング全体を通し﹁生かす﹂か﹁流すか﹂を科学
ことです︒３つ目はトレーニングデータの分析です︒４

の分析です︒２つ目はレース分析の結果をどのように
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ハイパフォーマンストレーニングセンターはバルセロ

に則した問題提起を行い︑我々は研究成果などを伝達

されているトレーニングコンセプトの実行︑個人に合わ

1
2
4
せたトレーニングの実施︑選手の選抜方法について︑が

タルオーディオの試験をする予定です︒

1

するというかたちでサポートしています︒

プロジェクトに関わってきました︒

を元にしてコンピュータで再現をするわけです︒

スペイン国立体育大学（ＩＮＥＦ）体育学科卒業後、ＩＮＥＦで初めてコンピュータ
を使った生体力学解析ツールを開発。1987年よりスペインのハイパフォーマンスト
レーニングセンター（ＣＡＲ）に勤務する。現在は、国際パフォーマンススポーツト
レーニングセンター協議会理事、国際水上スキー連盟、国際卓球連盟の活動にも関
わっている。

つ使ってビデオ撮影をし︑３次元の運動を２つのカメラ

ジョゼップ・エスコーダ

競技力向上に関してはＪＯＣです︒情報提供

とそれを受けての後方支援です︒選手を支えるため
いといけないのですが︑そこ

ライプツィヒ体育大学にてスポーツ科学、ベルリン自由大学にて経営学を学ぶ。ＳＣノ
イブランデンブルクにてカヌー（フラット）コーチ、ＳＣ ＡＬＢＡベルリン にてバスケ
ットボールコーチを経て、ライプツィヒ応用トレーニング科学研究所のスタッフとなる。

ライプツィヒ・技術工科大学とは研究重点項目に応じ

ＣＡＲ（サン・クガ ハイパフォーマンストレーニングセンター）
技術担当ディレクター

介いただけますか？

のネットワークづくりに取り組んでいます︒また現

マティアス・エングラート（カヌー）

ーニング時のビデオ撮影などをお願いしております︒

ると同時に︑呼吸頻度とストローク頻度をどのような

のお話をふまえてコメン

で技術的なネットワークも必

つ目ですが︑
﹁そもそもどういった研究をすればよいの
か﹂ということを常に問題提起できる環境を整えるこ
とです︒
レース分析については︑競技などのビデオ撮影を調
査し︑選手のレース構成の分析︑また国際試合における
の分析は︑主にストローク頻度︑スピードについてで

レース構成の比較などを行なっています︒レースの構成
す︒さまざまなデータを集めた結果︑相対化した様々
向きなどをすべて相対化し︑比較可能な値を導き出し

な条件を鑑みた上で︑風力とか水の温度︑あるいは風

北京オリンピック開催の前に︑我々はこの分析をもと

ます︒これを我々は﹁ゼロスピード﹂と呼んでいます︒

今回お話す
イツ・カヌー連

る テ ーマは ド

タを作成することができました︒これが選手の準備に

にドイツのオリンピック出場選手のための個別のデー
有用でした︒競技選手とトレーナーが︑決勝まで進ん

施 さ れている
だとき最良の能力を発揮した場合どのようなレース展

盟 において 実

ネットワ ー ク

科 学 的研 究の
開になるかを予測できるからです︒

選手構成については︑２００９年では若い選手に注

システムについ

を ピークに も

て で す ︒個 人

ってい く た め

24

のテストを行なっています︒体力パラメーターを把握す

42

行います︒

17

43

14

10

で︑その地域の方々︑また体育系大学とのネットワ

ライプツィヒＩＡＴカヌー専門グループリーダー

そのため︑複数のパートナーと共同作業をしていま

ライプツィヒＩＡＴ（応用トレーニング科学研究所）による
カヌー競技におけるトレーニング科学的サポート

要になります︒

在︑ の地域でタレント発掘事業を行っていますの

すめています︒どんな連携を進めているのかをご紹

リズ パフォーマンス研究に

ります︒その関係を調整する

結果を出さなければなりま

ハイパフォーマンストレーニングと主要大会における応用技術
―未来に向けたＩＰブロードキャストからのアプローチ

す︒選手・コーチは短期間で

招待講演２

でのネットワークの構築が大切であり︑その可能性に

ネットでつなぎ︑高橋雅之所長︑ＵＫスポーツの拠点

ネットシンポジウムはＮＡＡＳＨロンドン事務所と

競技力向上はネットワークの構築が不可欠

ネットシンポジウム
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招待講演１

ＳＲを高めることが重要

キャッチ角度に違いがあった

テストでデータを蓄積
Yo-Yo

基礎体力の維持と課題設定
ＪＩＳＳが行っているバドミントンナショナル

実施回数が従来よりも増加したため︑合宿期

バドミントンナショナルチームへの主なサポ

間中に週１〜２回の頻度で定期的にサポート

オクタビアン・イスパスコーチより︑技術指

映像に関するサポートとしては︑２つの軸

試合遠征での﹁映像サポート﹂の３つです︒

カヌースプリント競技は︑艇を使って水上の直

ング動作局面を参考に︑キャッチ局面とフィ

具体的には２００９年世界選手権の女子
にかく撮影し︑データを収集すること︒２つ

加する主要な大会に帯同し︑試合の映像をと

テスト︵間欠性回復力テスト︶を実施す
Yo-Yo
ることになりました︒﹁この選手は現在このよ

に１人１枚︑ 種目を書いたプリントを課題

い選手もいます︒ですので︑あらかじめ選手

動ですので︑当然トレーニングに参加できな

明しました︒非常に時間が限られた中での行

にエクササイズのフォーム︑強度に関して説

荷中心のエクササイズを選択し︑合宿期間中

較的実施が容易であると考えられる自体重負

しています︒課題に関しては︑遠征先でも比

た︒具体的には︑３回反復できる重さを測定

ズを選択し︑挙上重量を体重比で設定しまし

ベンチプレス︑チンニングなどのエクササイ

しました︒基礎体力に関してはスクワット︑

﹁次回来館時までの課題設定および確認﹂と

サポート実施時の目的を﹁基礎体力の維持﹂

長期的な体力トレーニングの導入として︑

を実施できるようになりました︒

ニッシュ局面におけるパドル角度やスピード

カヤックシングルの５００メートルおよび１
戦する相手に関する配球パターン︑ゲーム分

目は︑データの分析です︒日本代表選手が対

があります︒１つ目はナショナルチームが参

選手︑大会上位の選手の動作の違いについて

フシーズンがありません︒試合に出続けて世

ナショナルチームは１年を通して明確なオ

析を行います︒

成す角︶が大きい傾向が見られました︒日本
界ランキングが決まり︑その結果によって世

す︒そこで︑ナショナルチームの活動として

ため︑タイトなスケジュールが組まれていま

界選手権やオリンピックの出場権が得られる

大きく差が出たのはキャッチ時のパドルと

体のパターンとしては主要な大会・国際試合

は強化合宿を組むことも大事な活動です︒大
に向けて集合し︑強化を行い︑チームの遠征

もう一度キャッチが水に入る時間︑ストロー
ていない印象がありました︒これらの項目の
合宿ごとに選手それぞれのコンディション

に参加するといった流れになります︒

うなコンディションであると﹂いうデータが蓄

た ︒バ ド ミ ン ト ン の 競 技 特 性 を ふ ま え ︑

について 評 価 したいという 要 望 がありまし

のではないかということです︒ストローク時間
積されることは︑１年のスケジュールが密な選

角度は角度が大きいとストローク長が短くなる
については︑ＳＲが少なくなるのは体力要素な
手たちのコンディションを知る上で︑意義があ

まとめると︑キャッチの角度や体幹の前傾

した︒

チの角 度 が深 く︑体 幹 が前 傾になりがちで

関連を見ると︑ストロークの長い人はキャッ

ク長でみた場合は︑日本選手の方は距離が出

体幹部の角度でありました︒左手が１周し︑

いる状態です︒

選手は海外選手に比べパドルの角度が立って

選手に比べ︑キャッチ角度︵水面とパドルの

分析しました︒その結果︑日本人選手は海外

０００メートルの分析依頼でした︒日本代表

を映像から分析しました︒

す︒日本と世界との差は大きく︑ロンドンオリ

レース分析についてですが︑カヌースプリン
ト競技では︑パドルを用いて上肢の循環型の
運動によって主に艇力を得られます︒その艇
スピードは﹁ストローク頻度︵ＳＲ︶﹂︑簡単
に言うとピッチと﹁ストローク長︵ＤＰＳ︶﹂︑
１ストロークでどれだけ進むか︑このかけ算に
よってスピードが決定づけられます︒
まず︑日本の現状の実力を評価するという
ことで︑日本の決勝進出者︑北京オリンピック
直前のアジア大陸最終予選に出場したアジア
のトップ選手︑北京オリンピックの上位入賞
盤︑中盤︑終盤と３箇所にカメラを設置し︑レ

者のＳＲおよびＤＰＳの分析も行いました︒序
ース分析︑指標について分析しています︒
その結果︑日本人選手のレース中の各指標
の変化は︑世界の強豪選手と比較すると大き
く低値を示し︑特にＳＲは５００メートル︑１
０００メートルレースともにその傾向が顕著
でした︒今後︑国際的な競技力を高めるためには
各レースにおいてＤＰＳ︵男子５００メートル :
どの点もありますので︑これらはトレーニング

として 与 えていま す ︒遠 征 に なってし ま う
す︒そのため︑比較的器具を使わないトレー

と︑トレーニングの器具がない場合がありま

２００９年度に関しては︑合宿外トレーニング

ニングメニューも準備しています︒
プログラムといったトレーニングの習慣化を設定
しました︒現在は︑合宿期間外でのトレーニング
の目標をどれくらいにするのかなどを模索してい

お問い合わせ先

E-mail : matsuba-daisuke@naash.go.jp

で筋力を補強することで改善されるかもしれま

Tel : 03-5963-0200 / FAX : 03-5963-0244
松葉 大輔（まつば だいすけ）

考えられます︒

ンピックに向けて更なる強化が必要になると

ら実施されています︒２００９年度は強化合宿

JISSスポーツ科学研究部

チームのトレーニング指導サポートは︑４年前か

守田 誠
■運営部運営調整課

を高めていくかが重要であるということが示唆さ

E-mail : waku.takahiro@jiss.naash.go.jp

ます︒

NAASHロンドン事務所は、JISSのサポート体制と連携し、アスリートをサポートしていきます。
アスリートの相談や利用に100％オープンです。
英国、欧州における皆様の活動をサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ると考えます︒

コーチに求められる役割は︑トレーニング管理︑タイム計測︑動

せん︒

きの確認︑ビデオ撮影など多岐にわたります︒そして︑１人のコー

での細かい動きを観察できるので︑ウィークポイントを抑えること

NAASH：JAPAN SPORTS AGENCY LONDON

２︐５〜２︐７メートル︑女子５００メートル ２:︐
３〜２︐６メートル︶を維持しながら︑いかにＳＲ
れました︒

ＪＩＳＳで行っているスポーツテクノロジー研究開発のお話を主に

チが複数の選手に対してコーチングを行っているケースが多いので

映像システムの開発と練習への応用

お話したいと思います︒私はセンサを使った運動計測を取り扱ってい

はないかと思います︒この状況下において︑映像という異なる視点

慣性センサによる運動計測の可能性

ます︒運動を見る︑観察する手段は沢山ありますが︑ここでセンサと

や情報を引き出すことは︑コーチングをアシストする効果的なツー
映像を練習で用いることは︑選手の動きをくり返して見るだけで

ルとなる可能性があります︒

動技術を高めるには有効な手段です︒ですが︑こうした映像機器を

なく︑スローやコマ送りなどを使って観察することができるため︑運
通して見た動きと実際の運動を見たときの印象は異なると感じる人

が速やかにアスリートや指導者にフィードバックされ︑その情報をもと
にトレーニングがくり返されれば︑トレーニング効果が期待できます︒

背景が流れることによってスピード感や運動のリズムを感じること

も少なくないと思います︒肉眼で見た運動が選手の動きだけでなく
ができるのに対して︑ビデオからの映像は選手の動きだけを追ってい

しかし︑センサによる運動の計測は身体や器具へ計測機器を装着す
度に多くの部位を計測するためには多くのセンサが必要となることか

この問題は画角を広くすることでも解決できます︒しかし︑そう

るためにそれらの印象が損なわれがちです︒

ができます︒２画面を用いたシステムは採点競技のように審判に対

すると後で動きを確認したい部分が小さくなってしまいます︒そこ

ハンマー投競技での事例をご紹介します︒この競技においてターン

する動きの完成度をアピールする視点と︑その運動に必要な技術の

で︑２画面を使う方法が考えられます︒運動全体の動きと主要局面

中のハンマーの加速は︑ハンドル部の操作によってなされますが︑ハ

ました︒ＪＩＳＳにおいても慣性センサを内臓した計測機器を開発

す︒また︑それに直交する回転方向の加速度もハンマーを加速させる

ンマーの加速にとってワイヤ軸方向へ牽引力を与えることは重要で

ジョン撮影を行いました︒１台は助走開始から着地までの跳躍全体

２００９年度は陸上の走高跳選手を対象に︑２方向からのハイビ

さは小さく︑選手が感じ取ることは容易ではありません︒そこで︑複

をパンニングし︑もう１台は踏み切り３歩前の局面を支柱の横から

全体と部分を把握できるためコーチングに有効な活用ができる共

ＩＳＳや味トレの環境下で活用できるシステムです︒これは運動の

２画面による映像の提示は︑カメラや映像分配機を常設できるＪ

固定カメラによって撮影しました︒

測器を開発し︑無線による操作・データ転送を実現することで簡便
も無 線技術による可能となり︑飛躍的にその応用範囲を広 げまし

した︒
手段として聴覚フィードバックの開発を予定しています︒

に︑ＪＩＳＳ・味トレの環境を活かした映像活用の可能性を感じま

かつ即時性の高い運動計測を実現しています︒複数部位の同時計測

現在︑慣性センサに地磁気センサを組み合わせたコンパクトな計

ードバックすることを試みました︒

数の加速度センサを用いて加速度の情報だけを分離し︑選手にフィ

ために重要ですが︑ワイヤ軸方向に作用する張力に比べてその大き

視点が異なるときにも有効になります︒

し︑トレーニング利用やパフォーマンス評価を試みています︒

た︒近年︑この慣性センサの小型軽量︑低電力消費︑低コスト化が進み

らも︑センサを用いた計測はフィールド向きとは言いがたいものでし

る必要があり︑装着物がパフォーマンスに影響を及ぼします︒また︑一

は定量的な情報を直接的に得ることができることから︑運動した結果

測の研究では１９７０年代から利用されています︒センサによる計測

慣性センサは加速度や角速度を感知するセンサであり︑身体運動計

います︒

いうのは︑いろんな現象をとらえて電気的に表現できるものを言って

JISSスポーツ科学研究部

バドミントンナショナルチームに対するJISSサポート活動

宿時コンディションチェックサポート﹂および

飯塚 太郎
ートは﹁トレーニング指導サポート﹂﹁強化合

JISSスポーツ科学研究部

導を行う際の基礎資料としてビデオ映像による

JISSスポーツ科学研究部

技術分析の依頼がありました︒そこで︑パドリ

烏賀陽 信央

た︒また︑計測した情報を効率よくアスリートにフィードバックする

和久 貴洋（わく たかひろ）副主任研究員

Tel
: +44-(0)20-7268-3411
E-mail
: sugai.tatsuya@jiss.naash.go.jp
Address : 85 Tottenham Court Road, London
W1T 4TQ

■スポーツ情報研究部

菅井 達哉（すがい たつや）

吉田 孝久
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カヌースプリントナショナルチームの現状と今後の課題

線コース︵５００メートルもしくは１０００メー
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トル︶において行われるオリンピック競技の一つで
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市川 浩

オリンピック・ロンドン大会に向けたJISSの取り組み
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スポーツテクノロジー ―ＪＩＳＳの取り組み
シンポジウム２

