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NAQI セラピューティックマガジンの理論は、スキンケアによるサポート

があれば、セラピューティックケアの質とスポーツパフォーマンスが大い

に向上するであろうというものです。肌の状態（傷跡、乾燥肌）がセラピ

ューティックケアとスポーツパフォーマンスにネガティブな影響を及ぼし

たり、他の処置をする前にどれほどスキンケアを行うかが必要になること

があるのです。 

 



7 

 

 

編集者のコメント 
オリンピック精神に基づいて、私たちはピリオダイゼーショントレーニングの重要性を

述べようと思います。 

 

一般的に受け入れられているトレーニングのためのピリオダイゼーションモデルは過去

のものでしょうか。この議論は Aspetar Sports Medicine Journal で公表された Irineu 

Loturco と Fabio Y. Nakamura の論文によって公開されました。 

これに続いて、トレーニングサイクルの準備において理学療法士/セラピストである Tim 

Laaglands さんが考えを述べています。最適なパワーゾーンは、より優れたトレーニング計

画であることを証明しているでしょうか。 

 

ベルギーで有名なフィジカルトレーナーである Steve Vandebos さんは、ピリオダイゼー

ションモデルの結果に疑問を持つことで、これらの意見に対して考えをシェアし、専門的見

解を提示しています。 

 

このディスカッションに対する本質部分は、どんなトレーニングスケジュールに選手が

従っても、身体的および精神的コンディションが重要であるだけでなく、健康的な肌である

ことも最善のトレーニングコンディションであるための必須条件なのです。このトピック

は Greet Claes によって深く議論されています。 

 

最後になりますが、本号では、ベルギーのオリンピック自転車競技選手である Jolien 

D’hoore さんのピリオダイゼーショントレーニングに対する個人的考えに注目しています。 

 

編集者 Edgard Geyskens 
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オリンピックアート＆精神 
 

 

選手がオリンピックの金メダルを競う何年も前に、開催国のデザイナーはオリンピック

ロゴを競っています。象徴的シンボルの影にある創造力を示す名誉は、懸命な努力なしで

は得られず時折論争を呼びます。共通している唯一のことはオリンピック精神を表そうと

していることです。 

 

オリンピックデザインの歴史をめくっていくと目の保養になります。デザイナー、開催国、

トレンドの個性が発揮されているのです。 

 

今年、その名誉はブラジルのエージェント Tatil に与えられました。Tatil は血も汗も涙

も流さずにデザイナー139 人に勝ったのです。このエージェントはウェブサイト上に美しく

感傷的とも思えるビデオを作り、デザインゴールドメダルを勝ち取るまでのプロセス（ドラ

フトデザイン 150 個）を見せたのです。ブラジルの「シュガーローフマウンテン」を取り囲

んでいて、オリンピック精神を受け入れるという意味もこめられています。取り囲まれた中

にはハートが見えたり、リオを意味するようにも見えたり、その動き次第で 3 次元的にも

感じられます。 

 

2020 年東京オリンピックのロゴについて 2016 年の競技が始まる前に論争が起こりまし

た。2015 年 7 月、東京は佐野研二郎氏によるロゴを公表しましたが、1 ヵ月後、アーティ

ストに盗作の疑惑が持ち上がりマスコミの酷評を受けました。それはリエージュにあるベ

ルギーの劇場ロゴと似すぎていたのです。ベルギーのデザイナーがクライアントのロゴを

商標登録しなかったのですが、2020 年オリンピックのマーケティングマネージャーはデザ

イナーを支持し、ロゴは変更されました。今年、東京を中心に活動しているアーティストの

野老朝雄による新しいロゴが発表されました。多様性を表している 3 つの異なる長方形で

形どられています。私たちは皆異なるけれど、ひとつにもなれると意味がこめられています。

多様性は結束にもなるのです。 

 

私たちの持つオリンピック精神に従うと、2 つの重要な疑問が持ち上がります。 

 

選手：人間から機械へ？ 
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若い人たちはスキルを完璧なものにするため磨きをかけるようにいつも追い込まれ、そ

の結果、普通の社会環境から隔離され、医師、精神科医、コーチ、スポーツドクター、栄養

士、メンタルコーチ、フィジカルセラピストや他の専門家のチームによってサポートを受け

るようになります。ここで疑問が生じてきますが、限界はどこなのでしょうか。人間性を喪

失し始めるのはいつなのでしょうか。これらの勲章の意味は何なのでしょうか。 

 

経済的なバイアス効果は？ 

国が貧困に苦しんでいる時、基本的なインフラが整備されていない場合、ジニ係数が低く

小集団が富裕層の大多数を占めたところで、私たちは非常にコストのかかる使い捨てのイ

ンフラ整備に関して、その建物を正当化させることができるのでしょうか。このようなイン

フラの将来についてきちんと議論することが求められています。オリンピック用の新しい

建物、ホール、場所を社会に溶け込ませ一体化させて、オリンピック終了後に一般市民が利

用できるような選択を、なぜしないのでしょうか。参加国の経済的参加をさらに募って、国

際オリンピック委員会（IOC）はこれらのインフラ整備に融資できないのでしょうか。 

IOC がインフラ整備に融資する一方で、ゲスト国は場所とサービスを提供しているので

す。 
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ピリオダイゼーショントレーニングは 

使われなくなった方法論なのか？ 
 

 

Irineu Loturco スポーツサイエンス博士、リサーチリーダー 

Fabio Y. Nakamura シニア生理学者 

Nucleus of High Performance in Sport、ブラジルサンパウロ 

 

本文献は Aspetar Sports Medicine Journal で公表されたものである（Apetar Sports Journal、第 5 巻

1 号、 2016 年 4 月/5 月、 p.110-115）。 

全著作権は Aspetar のものであり、許可がない限り複製できません。 
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一般概念 

ピリオダイゼーションはスポーツトレーニングにおいて最も重要かつ基本的概念である。

従来、選手が競技で最高のパフォーマンスができるように、異なるトレーニングと期分け―

身体的および生理学的目的―から成っている（例：ピークパフォーマンス）。理論的には、

ピリオダイゼーションの概念を利用すると、各々のトレーニング期（中期）で得られた特別

な適応力を合わせた結果、管理された方法でピークパフォーマンスが得られる。事実、エリ

ート選手のパフォーマンス改善における様々なピリオダイゼーションレジメンは、非ピリ

オダイゼーションモデルよりも優れているということがいくつかの試験で報告されている。

しかしながら、本研究は、著者らが実験期間中、身体能力（筋力および筋パワー）の変動を

調査しただけで、実際のスポーツパフォーマンス（競技結果）ではなかったという事実に限

られている。そのため、プランニングしていない（非ピリオダイゼーション）運動レジメン

と比較すると、プログラムされたトレーニングによる介入のほうが選手のフィットネスス

コアの優れた向上を生み出すということが認められている。しかし、ある種のスポーツ種目

（シーズン中のベストスコア）で最大パフォーマンスを得るために、ピリオダイゼーション

概念の役割を精査すると、重大な欠点が浮かび上がった。それは効果発現率の低さである。

New Studies in Athletics で公表されたユニークな試験では、Bartonietz と Larcen は、「ピ

ークと判断した期」で得た結果と競技シーズン中に選手が達した他の全ての結果と比較し、

統計学的にこれらの低率を示すとした（表 1）。もっと厳密に言えば、ターゲットの競技期

間中（世界選手権大会）、選手のパーソナルシーズンベスト達成率は、17 から 25％に変動

した。さらに、同じ競技シーズン中に同じメイン種目をターゲットとしているハイレベルの

短距離走者（同一のピリオダイゼーショントレーニングレジメンによってトレーニングし

た）によって得られたピークパフォーマンスとパフォーマンス変動の間で相違点が特定さ

れた（未公表データ）（図 2）。これらを同時に考えると、計画したピーク期間中、実際のパ

フォーマンスを最適化することを考えれば、このエビデンスによってピリオダイゼーショ

ンの役割に対する疑問が浮かび上がり、選手のスポーツ能力の管理および向上のために、よ
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り優れた戦略を特定する必要性を強めている。 

 

図 1 注釈：従来のピリオダイゼーションモデル。高ボリューム

/低強度から低ボリューム/高強度へシフトさせる。理論的に、ス

ポーツフォームは継続的なトレーニングサイクルを通して目標

の試合までに次第に強化される（▲パフォーマンスピーク）。 

表 1 注釈：ある種目における 1995 年世界陸上競技選手権大会

にむけての準備の効果。世界選手権の結果とシーズン中のベスト

スコア。WC：世界選手権の結果。PB：パーソナルベスト。EFF：

効果。 

 

 

図 2 注釈：1 年間のピリオダイゼーションサイクルを通しての、100ｍ競争におけるハイレベル短距離走

者 8 名の実際の結果。垂直軸は競技時間（数秒）を示す。平行軸は月を示す。 

（-*-）＝男性短距離走者、（-●-）＝女性短距離走者、（▲）＝シーズンベストパフォーマンス、（◆）＝

シーズンワーストパフォーマンス。s 
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生理学的パラドックス：基礎体力とコンカレントトレーニングによる体力 

 

従来のピリオダイゼーションモデルは、相対的に基礎トレーニング期間の延長（一般的な

準備）は特定の期（特別な準備）に対して必須条件であったと推測される。一般的な準備期

間中、筋力およびコンディショニングトレーナーは、パワースピードスポーツ（短距離およ

び走り幅跳び）の競技選手であっても、心肺機能に対する持久力および筋力に対する持久力

の向上を目標としている。これは驚くべきことであるが、1980 年代初期から知られている

ように、高ボリュームのトレーニングによる持久力は、主に高度なトレーニングを行った選

手で、筋力および筋パワーの元来有する量を減少させてしまうのである。分子面からいえば、

この介入の影響は広範囲にわたってスポーツサイエンス分野で議論され、未だ十分解明す

る必要があるが、持久力を得るトレーニングにより引き起こされる複数のシグナル伝達反

応は蛋白質の合成および筋肥大を阻害してしまう。それはおそらくアデノシン-1-リン酸活

性化プロテインキナーゼ（AMPK）と哺乳類ラパマイシン標的蛋白質複合体 1 または

mechanistic target of rapamycin 複合体 1（mTORC1）経路を阻害する。筋力および筋パ

ワーに関連する別の一般的な考えは、「基盤強化期」ではその後のトレーニング期で筋パワ

ーを作る能力への最大筋力の好ましい移行が得られるであろうというものである。現在ま

でに、上記考えを支持する強力なエビデンスはなく、ほとんどが著者の個人的な経験に基づ

いて書かれた従来の文献であるもので研究活動によるものではない。逆に、重負荷をかける

トレーニング（例：最大筋力トレーニング）は、高速度で高重量を生み出す力（筋パワー）

に影響することなく、力－速度曲線の高重量－低速度の部分でのみ向上がみられることを

示す大規模試験がある。実際は、力と速度の間のパラメトリックな関係（例：高重量である

ほど速度が遅い）は、元来有する神経力学的適応力を調整する際、重要な役割を果たしてい

る。いくつかの試験で高重量の筋肉トレーニング期の後の力－速度関連の運動タスク（短距

離走、アジリティテストおよび垂直跳びにおけるピーク速度）において有意な低下が報告さ

れている。 

 

重要なことは、「トレーニングの遅延効果」という理論的かつ推測的な考えでは、ピリオ

ダイゼーションサイクル初期のトレーニングの基礎体力は、この一般的な過負荷期間後、実

際のパフォーマンス上、好ましい結果が得られるというものである。残る疑問としては、望

ましくない適応（力－速度能力の低下）が本当に未来（また、目標とする）の神経筋トレー

ニング反応を強化するか否かということである。ある種の持久力適応にとっても同じこと

がいえる。研究では生理学的にその後（かつ強化された）の好ましい結果をサポートせず、

高重量のトレーニングセッションによって誘発される「疲労の谷間」は、高持久力を有する
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選手において VO2max 増加またはピークパフォーマンスの誘導に効果がないと示されてい

る。驚くことに、高度なトレーニングを受けているが非エリート群の選手は、有害なレベル

には至らない疲労レベルの管理がパフォーマンス向上を導くにはさらに効果的であったこ

とである。さらに、「小期中のショック」で得た体力は、高重度トレーニングセッションを

受けた最終日から僅か数日後に、中程度から大幅に低下した。それゆえ、トレーニング遅延

効果は科学的論文によって完全に支持されたものではなく、実際の成績結果向上のツール

として利用するということについて非常に議論されており、その成績結果は極めて予測し

難いものである。もっと簡潔にいえば、身体は基礎体力および特別な体力へと「細分化され

た」ものであり、得た基礎体力の過負荷はトレーニングサイクルの後期で突然「超回復する」

であろうという考えを支持する生理学的理由はない。基本的に、いわゆる基礎トレーニング

はコンカレントトレーニングの刺激になると述べることができる。予測可能な影響（高持久

力および損なわれた筋力－筋パワーの特性）は、その後の期で望んでいるトレーニング効果

に対して有害であり、特に、トレーニング遅延効果と目的とするベネフィットに関して、強

固な科学的エビデンスがないことが原因である。筋力およびコンディショニングトレーナ

ーは、基礎トレーニングが個々のスポーツ訓練における競技パフォーマンスにとって本当

に基礎的なものか否か、または、選手にとって貴重な時間のロスであり、時には実際のパフ

ォーマンス中にもたらされる身体不調の原因となるか否か、自身に問うべきである。例えば、

持久力を要するスポーツで、選手は基礎/特殊トレーニング準備期間中、高重量－低速度ト

レーニング（例：乳酸閾値以下）を実施することからベネフィットを得ているように見える。

さらに、筋－腱組織における基礎トレーニングの期間延長が果たす役割と怪我予防は無視

できない。しかしながら、筋肉および腱におけるこれらの好ましい適応力は、従来の筋力お

よび筋パワーのエクササイズによって得られると考えられており、シーズンを通して直ち

に実施されるべきである。それに対して、チームスポーツにおける基礎トレーニング期間延

長の逆効果について近年エビデンスがあり、プレシーズンのトレーニング中にエリート選

手のスピード力が損なわれ、スピードの遅い選手と比較して、速い選手（ベースラインで）

のほうが最大の短距離走パフォーマンスの悪化率が高くなることを示している。この点で

は、短距離走のスピードは多くのチームスポーツにおいて競技試合パフォーマンスの重要

な要素であることを留意しておくことが大事である。さらに重要なことは、数年にわたる各

シーズンの高重量かつ長期間のトレーニングによる累積的影響は、ほとんどの選手が人生

キャリアで経験するパフォーマンスの天井効果において関係があるかもしれない。何年に

もわたってスポーツ力を維持する能力は、積極的ではなくターゲットとする（例：コンカレ

ントトレーニング、より経済的にスポーツトレーニングを計画する、実際の競技相手の結果

に関するシンプルかつある種の体力に集中したもの）トレーニング戦略からベネフィット

を得ることもある。 
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複雑な方法と複合現象 

 

ピリオダイゼーションの構造は極めて複雑で、ある種のスポーツパフォーマンスの基本

的側面から特殊な側面へ向上させる（同じトレーニングサイクル内で）必要性を強調した厳

正かつ確固たる考えに集中したものである。まさしく、ほとんどのスポーツ訓練で、進行中

の多くの試合（およびトレーニング）スケジュールは、従来の理論的方法に適合させようと

すると、筋力およびコンディショニングトレーナーにとって、極端に難しいものになる。最

近の「波状ピリオダイゼーション」トレーニングレジメンでさえ、難易度の高いスポーツで

は実施することが難しいとされており、それは予備種目が大きな競技試合（例：オリンピッ

クトレーニングサイクル中の競技試合）や全試合が同じ重要性を持つトーナメント（例：全

国サッカー選手権）の予選であることがある。この増大した競技的な要求によって出てきた

必要性を満たすため、数人の著者は「ブロックピリオダイゼーションモデル」を提案した。

それは短期間のブロックの間（例：最大筋力を得る期間）で特定のトレーニングターゲット

に集中した元々の考えに基づくピリオダイゼーションレジメンのことであり、2 つ以上の身

体的能力間で同時訓練の可能性を減らすためである。事実、このトレーニングモデルは、特

定のスポーツパフォーマンスに関連するある面で優れた適応力を達成することにおいて、

従来のピリオダイゼーションよりも効果があることを示している。さもなければ、この「特

別なトレーニングシステム」を実施するためには、かなりの時間（1 ブロックにつき、4-5

週）を必要としており、トップレベルのスポーツでは極めて役立たないことになる。さらに、

「ピリオダイゼーションのパズル」に加えて、エリートスポーツでは、実際の競技パフォー

マンスは多少複合的で大きく予測不可能かつ変化しやすい要因に頼ることがある。それゆ

え、トレーニングスケジュールの管理とピークパフォーマンスのコントロールのコンビネ

ーションから起こる技術的な障害を考えると、最高かつ最適なパフォーマンスの維持を要

するプロフェッショナルな選手をトレーニングするために、区分けされたピリオダイゼー

ションプログラムよりもシンプルで効果的な方法を探究するほうが高く推奨される。 

 

 

ポイントを抑えたトレーニングの実施 

 

エリート選手において実際のスポーツパフォーマンスとベストに相関する実用的方法を

特定することは、ピークパフォーマンスの変動をモニタリングしたり、選手の競争心を強化

する最善の方法/エクササイズを選択するための適切なテストを選択する際、筋力およびコ

ンディショニングトレーナーをサポートするものとなるかもしれない。例えば、Loturco ら

はシンプルかつ短時間で測定できる垂直跳びおよび幅跳びのテストは 100m 短距離走の競

技パフォーマンスに強く関連していることを発見した。重回帰分析を組み合わせると、彼ら



18 

 

のピークパフォーマンスに直接関係があることを除き、スクワットジャンプの高さおよび

下肢の筋パワー（スクワットジャンプ運動で評価された）は短距離走選手の競技結果の優れ

た予測因子となる可能性がある。さらに、重量負荷ジャンプおよび無負荷ジャンプテストは、

空手のパンチスピード、ボクシングのパンチインパクト、水泳選手のスピード、ラグビー選

手の方向変換時の敏捷性等のスポーツに特異的な運動スキルに大きく関係がある。応用的

視点から、トレーナーは、特殊なテスト下で選手が示したパフォーマンスによって個人スポ

ーツ又はチームスポーツにおいて、トレーニング量や強度を増やしたり減らしたりするの

にこれらの迅速な現場測定を利用できる。さらに、選手の実際のパフォーマンスは決まった

能力（例：垂直ジャンプにおける敏捷性）に直接関係があるため、トレーナーはこの特有の

体力を向上させることができる方法/エクササイズを適用することで、トレーニングレジメ

ンをシンプルにすることができる。確かに、広範囲にわたるスポーツ訓練においてスポーツ

パフォーマンスを予測するためには、他の機能評価またはシンプルな生理学的測定値を特

定するのにもっと試験が行われるべきである。スポーツドクターは重量負荷された選手の

これらのトレーニング結果を解明すべきであると提案している。「インターナルトレーニン

グの重量負荷」において、同様にエクスターナルトレーニングの重量負荷を受けた集団とで

は、選手間に大きな差異が認められるので、個々の生理学的および知覚的要求の適応が大い

に望ましい。この意味で、心拍数由来のトレーニングインパルスおよび自覚的運動強度法は

選手とチーム内に広がった。これらの有益な概念の見解は、エリート選手のトレーニングの

ために、更なる応用戦略の開発に大きく貢献するかもしれない。 

 

 

適切なトレーニングゾーンの探求 

 

筋力トレーニングや重量負荷の従来のモデルでは、一般的に最大反復回数（1RM）の異

なる比率に基づいている。例えば、トレーニングサイクルの初期に、選手は通常 1RM（40-

60％、1RM）の低比率を使用し、長期では競技で 70-95％ 1RM に近づくように徐々に比率

を上げていくレジスタンス運動を行う。この負荷量のシークエンスは従来の「ピリオダイゼ

ーション方法論」として 50 年以上認識されているが、その後のフィットネス向上において

この一時的なトレーニングパターンの正確な重要性/役割についてはほとんど知られていな

い。事実、過去の試験で筋力－筋パワーのエクササイズの明らかな時間効率は、最大筋力、

最大筋パワーおよび短距離走の最大スピード等の大きな神経筋力において、同等の強化を

促進すると既に報告されている。もっと重要なことに、1RM の決定は極めて時間がかかり、

この測定は怪我のリスク増加に晒されることを示唆している。これらの限界を心に留め、ト

レーナーおよびスポーツ科学者は、選手の神経筋能力をトレーニングし最適化するために、

より実用的かつ効果的な方法を見つけだそうとしている。これに関して、「最適なパワーゾ
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ーン」でのトレーニングは、中程度のトレーニングを受けている選手の従来の筋力トレーニ

ングに対して、同様のパフォーマンスの向上を生み出し、短いプレシーズン中にエリートサ

ッカー選手によく起こるスピードおよびパワー低下を軽減することができると報告されて

いる。重要なことに、最近の試験では、このトレーニングレジメンはシーズン中トレーニン

グ期間を通じ、トップレベルのサッカープレーヤーの神経筋パフォーマンスの増強におい

て、従来の筋力トレーニングモデルよりも優れていることが認められている。注目すべきは、

この適切なゾーン（例：最大筋力が可能な重量範囲）で、選手は筋力および筋パワーのトレ

ーニング処方および管理を大きく簡略化した 1RM テストを実施する必要がない。重要なこ

とに、このトレーニングレジメンは、選手がどんな速度で重量をかけてもアスリートの能力

を損なうことなく、力－速度カーブの両端（高速度/低重量、低速度/高重量）で優れた適応

力を誘導する可能性があるとされている。さらに、これらのゾーンで集積された筋パワーの

出力と、最適な重量負荷量の大きさでさえ、スポーツ特有の幅広い運動範囲ではパフォーマ

ンスに大きく関連し、これらのゾーンでのトレーニングの重要性を増大するだろうと報告

されている。しかし、エクササイズ（例：スクワットまたはベンチプレス）が実施されるこ

とによってこの重量負荷が変動するため、個々の特有の動きに対してベストなトレーニン

グゾーンを特定する追加分析の実施が不可欠である。さらに、最適な負荷量の算出は特殊な

運動学的デバイス（加速度計またはリニアエンコーダー）によるものであり、実際の現場で

の測定で問題となりうる。最適なパワーゾーン法は、様々なスポーツ設定、特に、長期的で

選手各々の年齢、競技レベルのアプリケーションにおいて、利用方法をさらに確認するため

に効果試験を求められていることは明らかである。このような限界があっても最適なパワ

ーゾーンは適用され、筋力トレーニングのピリオダイゼーションの従来モデルに替わる有

効な方法であるかもしれない。 

 

 

テーパリング戦略 

 

テーパリングはおそらく、文献で広く指示されているピリオダイゼーション方法論にお

ける要素のひとつである。ピリオダイゼーション研究家は、「超回復のパフォーマンス」は

本法の最終的な結果であり、様々なトレーニング期を通じて積み重ねられることを目的と

し、期待および予測可能な遅延効果の総計に通じている。事実、予定していたトレーニング

量軽減とトレーニング強度増加後に、生理学的かつパフォーマンス強化を示す強固なエビ

デンスがあり、この戦略は「予選」へのアプローチとしてトレーナーによって一般的に利用

されている。重要なことに、同様の効果が活動期かつ完全中止期、および移行期（オフシー

ズン）の両方で認められている。そのため、選手のパフォーマンス向上は、トレーニング量

を漸減することに応じた個々の戦略で認められ、それは短い「脱トレーニング」期間後に起 
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こっている。トレーニング漸減期間の後、改善したスポーツフォームは、一般的なトレーニ

ング（特別なものではない）および特別なトレーニング（疲労させる）と同時に起こる（時々

有害な）影響によって、一部中止されることは極めて妥当である。それゆえ、この「重量無

負荷トレーニング戦略」は身体的疲労なく、専門的かつ戦術的な能力を十分表せることによ

って、選手らは競技でより優れたパフォーマンスを見せることができる。 

 

 

結論および実用的アプリケーションゾーン 

 

本論文でピリオダイゼーションの基本概念を取り巻く議論を解決していないことは明ら

かである。しかし、プロ選手のために、さらに応用し、効果的かつ実用的なトレーニング（お

よび開発）方法を開発する明確な必要性が重要視されており、彼らは年に数回競技し、長期

的にほぼピークパフォーマンスを維持する必要がある。期間中、競技/試合数が少ない選手

やチームにとっても、ピリオダイゼーションの概念は見直されるべきであり、それは、効果

発現率および選手のピークパフォーマンス達成率が極めて低いことが理由である。実用的

な観点から言うと、実際のスポーツパフォーマンスと最も相関するテストを使用する選手

をモニタリングすることは、フォームは予測可能なものであり、かつ管理されるべきかもし

れないと主観的に述べている理論概念よりもっと重要なことである。シンプルに考えれば、

筋力およびコンディショニングトレーナーは、既に確立されている従来のトレーニング内

容（量および強度）のバリエーションを除いて、個人およびチームの競技における変動を管

理するより良い方法を選択するほうがよい。それはこれらの測定反応によって選手のフィ

ットネスの質や適正なトレーニング重量負荷における予期していなかった適応力を見つけ

出すのに、トレーナーの助けとなるはずである。これに関して、インターナルトレーニング

負荷重量を日常評価するために確立された方法を利用することは、トレーニング強度およ

び各々の体質的特有変化との用量反応関係を定量化/調整するのに有益な戦略かもしれない。

さらに、試験では、長期にわたって成功を求めるハイレベル選手のトレーニングおよび発掘

をおこなうために、もっと効果的で応用した方法を開発する必要があり、それは特有の競技

的要件によって、彼らのフォームをより強化するためなのである。最後に、トレーナーは日

常のピークパフォーマンスの管理を行うため、シンプルな測定値からのフィードバックに

よる指針を得て、もっと正確かつ実用的な方法を探すことを強く奨励すべきであり、それは、

主観的かつ実験に基づいたピリオダイゼーションの概念から、この重要な「選手のトレーニ

ングサイクルのポイント」を予測できないからである。 

References available at www.aspetar.com/journal 
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治療法の提案 
 

オリンピック金メダルのために 

ピリオダイゼーショントレーニングを 

どのように利用するのか？ 

 

マガジン委員会メンバー Tim Laagland 

 

リオデジャネイロオリンピックは多くの選手にとってメインイベントです。トレーニン

グは前回のオリンピック終了時点から始まっています。4 年間、常に向上することは不可能

であるため、オリンピックで選手のベストを出せる方法を使って彼らの身体をトレーニン

グしたり脱トレーニングすることが重要です。しかし、これを成し遂げるためにはどんな方

法がベストでしょうか。ピリオダイゼーションプランを作成しましょう。 

 

従来のピリオダイゼーションモデルは、必要時にベストを出せるように異なるトレーニ

ング期を打ち出すモデルでした。最初の期は一般的に準備期であり、有酸素持久力と高重量

－低速度の強度で運動する時期です。第 2 期は、もっと競技スポーツのトレーニングを行

う、特別な準備へと移行する時期です。次に、競技の準備とその後、身体を脱トレーニング

期へと移行させます。 

 

Loturco と Nakamura は従来のピリオダイゼーションモデルに関する試験と、このモデ

ルの効果は予想より優れたものではないと述べています。この結果に関する要因のひとつ

は、一般的なトレーニングは特別十分なものではなく、有害な影響を持つかもしれません。

高重量―低速度の強度でトレーニングすることは、ほとんどのスポーツにとって特別なも
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のではなく、もっと自然と激しくなりやすいものです。トレーニングは高速度運動のロス、

つまり望まない適応力に至ります。 

 

彼らの意見： 

「実用的な観点から言うと、実際のスポーツパフォーマンスと最も相関するテストを使

用する選手をモニタリングすることは、次の理論的概念よりももっと重要である。」 

パフォーマンス向上と同時に、回復や怪我の予防においてもセラピストは重要な役割を

果たす。 

誤った方法でのトレーニングは、怪我やパフォーマンス低下に至るオーバートレーニン

グに繋がる可能性がある。選手のモニタリング、トレーニング原則、回復、選手の評価にお

けるアドバイスは、セラピストに課せられたタスクであり、ピリオダイゼーショントレーニ

ングについてさらに知識を深めることは、努力を最大限に引き出すであろう。 

 

モニタリング 

最初に知るべきことは選手がどんな状態にあるかということです。食欲減退、回復の遅

れや高血圧等、オーバートレーニングを示唆する身体的および精神的マーカーが多くあり

ます。選手をモニターし、医療機器を用いた血圧測定による身体的サイン、質問票を用い

た気分プロフィール検査（POMS）の精神的安定度測定によって精神的サインをチェック

することができます。オーバートレーニングの兆候が無ければトレーニングを開始するこ

とができます。 

 

テスト 

最初のトレーニングセッションで選手の強みや弱みを知ることは重要なことです。選手

の現在のパフォーマンスレベルや特別なスポーツ訓練を決定するためにテストが必要で

す。自身の強さは一番弱い部分によって決まるため、最初に弱みを見つけ出すことが必須

です。その結果とそれに適応したエクササイズを特別なトレーニングプログラムに組み入

れることができます。ある種のスポーツでは全ての身体的要件を満たすまで、定期的に再

テストを行わなければなりません。 

 

トレーニング 

次に、正しいトレーニングによる刺激を見つけなければなりません。筋力トレーニング

では 1RM テストが使われています。文献の中で、1RM テストは時間がかかり、損傷のリ

スク増大を評価するものとされています。「最適なパワーゾーン」でのトレーニングは、
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通常のトレーニングとして効果があると好まれており、スピードとパワー低下を抑えるこ

とさえできます。パワーは 2 つの要素からなっており、それは力と速度です。パワーゾー

ンによるトレーニングは、トレーニング中の力と速度の変化を意味します。この方法で

は、高重量/低速度でのトレーニングだけでなく、低重量/高速度の強度のトレーニングも

含まれます。ほとんどのオリンピックスポーツでは、高重量/低速度と低重量/高速度の両

方が重要です。両者をトレーニングすることによって、特別な準備に向けて広い基盤を作

ることができるでしょう。 

RM テスト 

1RM （％） 回数 トレーニングタイプ 

60 17 持久力 

65 14 

70 12  

パワー 

（筋肉の大きさと強度） 

75 10 

80 8 

85 6  

最大筋力 90 5 

95 3 

100 1 1RM 

1RM テストは選手が 1 回に持ち上げることができる最大重量を決定するテスト（最大挙上重量）。最大

重量に基づいて選手はトレーニングタイプゾーンを決定することができる。持久力トレーニングでは 1RM

の 60％、最大筋力トレーニングでは 1RM の 90％を選択する。詳細は表参照。 

 

 

 

 

回復 

トレーニング後は常に回復することが必要で、超回復が起こります。積極的な回復を行わ

ずにトレーニング開始または終了することは、オーバートレーニングや最終的に怪我をし

てしまったり、パフォーマンスのロスに繋がります。回復期では、選手は水分補給、食事、

休息を取り、低刺激のエクササイズとストレッチ等の積極的な回復を行わなければなりま

せん。そして次に選手は理学療法士の追加処置を受けることができます。 
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マッサージトリートメント 

処置のひとつにマッサージトリートメントがあります。選手が週末に試合で競技をし、平

日にトレーニングする例をあげると、マッサージトリートメントは筋肉をより早く回復さ

せ、より優れたサポートをします。試合の日は、試合直前、試合直後、そして後日にマッサ

ージを受けます。月曜から金曜の休息日は、筋肉をリラックスさせることを目標としてマッ

サージを受けます。週半ばの激しいトレーニングの日は、最大限の回復を得るためにトレー

ニング後の夜にマッサージを受けることがベストです。NAQI マッサージローションを使

用すると、摩擦を抑え、皮膚の回復も得ることができます。選手自身も NAQI Recovery Gel

を使用することができます。 

 

Paul Van Loon による試合日のマッサージトリートメント概要 

試合日のマッサー

ジトリートメント 
前 直後 夜 

時間 10-20 分 5-10 分 45-90 分 

深度 深部 浅部 深部 

技術 浅部軽擦法 

深部軽擦法 

振戦法 

揉捏法 

浅部軽擦法 

深部軽擦法 

振戦法 

揉捏法 

浅部軽擦法 

深部軽擦法 

振戦法 

揉捏法 

叩打法 

強擦法 

目的 刺激 休養 回復 

製品 冬季： 

NAQI ウォームジェル

コンペティション 

夏季： 

NAQI ウォームジェル 

NAQI スタートオイル 

損傷： 

NAQI Therapeutic 

Gels(Injuries) 

NAQI Recovery Gel 

NAQI クールダウン 

NAQI Therapeutic Gels 

(損傷時) 

NAQI Massage Lotion Relax 

NAQI マッサージローション

類 

NAQI Therapeutic Gels 

NAQI Recovery Gel 
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評価 

その後、トレーニングの結果を評価しなければなりません。トレーニングによるスポー

ツパフォーマンスの影響はどうでしょうか。スポーツの重要な要素を反映した体力テスト

が望ましいです。垂直跳びと幅跳びのテストは 100ｍ走の競技パフォーマンスに強く関連

したテストの例です。標準テストは使用せず、選手を評価するのに正しいテストを見つけ

てください。 

 

テーパリング 

オリンピック前の最終期はテーパリングと呼ばれ、この時期、選手は主に休養し、食事

を摂り、自身の体が完全に超回復しているかどうか確認します。体の器官は全て、高レベ

ルでピークを迎えるために最大限に回復していなければなりません。この期ではトレーニ

ングテクニックに集中し、高重量トレーニングはベネフィットを得ることができないため

必要としません。 

 

結論 

セラピストが集中しなければならないことは、選手が怪我をせずベストを出せる方法で

トレーニングしていることを確認することです。それを確認するために、オーバートレー

ニングを示唆する体力テストと精神的テストを用いて選手をモニターしてください。そし

て、賢くかつ機能的にトレーニングを行い、従来の強度トレーニングの替わりに最適なパ

ワーゾーンを使用してください。選手が疲労から回復するのを確認し、追加処置をしてく

ださい。スポーツの重要な要素を表すそのスポーツ特有のテストを使用してトレーニング

結果を評価してください。最後に、テーパリング期に選手の体が完全に回復するようにし

てください。そうすれば、オリンピック金メダルを獲得するチャンスがあるのです。 
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対策スケジュール 

モニタリング オーバートレーニングを示唆する身

体的テスト 

 

オーバートレーニングを示唆する精

神的テスト 

低コスト 

例：血圧、食事量、睡眠 

 

質問票による気分プロフ

ィール検査（POMS） 

テスト 強みと弱みの発見 弱みのトレーニング 

トレーニング 最適なパワーゾーンでのトレーニン

グ 

1RM の％の替わりに、

各々の重量と速度の使用 

回復 回復 水分補給、食事、休養、

積極的な回復、ストレッチ 

マッサージ 回復 NAQI スポーツローショ

ンと NAQI Recovery Gel

によるマッサージトリート

メント。試合前日、直後、

後日。休養日は筋肉をリラ

ックスさせ、激しいトレー

ニングの日は夜に行う。 

評価 スポーツ特有テストによる評価 100m 走で競技パフォー

マンスに強く関係する垂直

跳びと幅跳びテスト 

テーパリング 完全回復 休養、食事、睡眠、トレ

ーニングテクニック、メン

タルトレーニング 

 

 

質問票による気分プロフィール検査は McNair ら（1971 年）によって作られた標準的に確認された精

神的テスト。質問票は人間が持つ感情を表した 65 の単語/文章を含む。テストでは、選手に当日を含む過

去 1 週間の感じ方を表す各単語または各文章を示させる。テストのスコアは怒り、混乱、抑うつ、疲労、

緊張、活気の気分に基づく。 
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トレーニングとコーチングの認識 

 

 

Steve Vandebos 

認定ゴルフフィットネスプロフェッショナル。自身の所有する ROYAL ANTWERP GOLF CLUB フィ

ットネス施設および ASPRIA LA RASANTE にてプロ選手、アマチュアゴルファーと共に勤務。 

 

 

ピリオダイゼーションモデルの考え方は、選手に情報と未来のある特定の時期にピーク

パフォーマンスを持ってくるためには何をすればよいかという実行プランを少しずつ提供

することです。理論上、これは素晴らしいツールとガイドラインですが、実際のピリオダイ

ゼーションモデルでは、最終的な科学的根拠が十分ではないためピークパフォーマンスの

予測力が欠けています。 

 

ジムでは、選手は筋肉と心血管の持久性を高めることができ、身体的パフォーマンスが向

上するかどうか決めることができます。例えば、選手はもっと重量を持ち上げ、多くの回数

を反復し、より高くジャンプし、より早く走りますが、それがどのようにピークパフォーマ

ンスと相関するのでしょうか。     

 

よい状態になれた時に、より優れたパフォーマンスを出せると推測できますが、しかし、

試験では（文献参照）、ピリオダイゼーションモデルを使用すると、17-25％の選手だけしか

完全なるベストよりも優れたパフォーマンスを見せることができなかったのです。これは

これらのモデルがピークパフォーマンスを発揮するための適切な選択ではないということ

を証明しています。 
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選手の成績に影響を与える多くの外的および予測不可能な要因があります。それは身体

的、精神的、また環境的なものです。例として、時差ぼけや飛行機/バスによる長距離旅行、

天気やその土地の気温、食中毒、女性の場合月経、ソーシャルメディアによるプレッシャー、

感情状態・・・。そのため、ピークパフォーマンス測定時にこれを考慮に入れ、新しい試験

で詳細に調査しなければなりません。 

 

選手のスケジュールにピリオダイゼーションを組み込むことは困難なことがあります。

それは特に、選手が 1 年中競技試合に出る場合です。多くの競技試合とその資格条件を満

たすために全期間を通してピークパフォーマンスを維持するということは一層ハードなも

のです。そのため、よりシンプルなモデルが必要とされるのです。 

 

選手のパフォーマンスとトレーニングをテストするベストな方法は、そのスポーツ特有

のテストを行うことです。もし、VOmax があなたの持久力に重要な役割を果たすのであれ

ば、VOmax のテストを行うことが必要です。爆発的で強力な力を要する他のスポーツ訓練

（短距離走者、器械体操等）ではこのようなテストをすることに利点はありません。それら

のスポーツでは測定が簡単で、例えば幅跳びや垂直跳び等のピークパフォーマンスに向け

て完全に予測可能なパラメータである他のテストを必要としています。日々の進歩をモニ

ターし、テスト結果次第でトレーニングプログラムを改善することがスポーツコーチの仕

事です。 

 

私のゴルフフィットネスプロフェッショナルとしての 10 年の個人的な経験ですが、トレ

ーニングプログラムの初期に選手の強みと弱みを知ることでベストな成績を得ることがで

きました。彼らの代償と怪我に繋がる可能性のある身体的不安定要素は何であるのかを見

つけ出すためにはどのようなテストをすべきか知っておかなければなりません。自身の強

さは一番弱い部分によって決まります。そのため、最初の一歩は身体的限界を最小限にする

ことです。簡単なスポーツ特有のテストが定期的に実施されるべきで、選手のレベル向上を

測るために時間をかけてはいけません。テストを実施しないのであれば、ただ推測するので

す。 

 

次に、選手の体に必要なトレーニングと栄養プログラムを考えます。自転車競技選手やラ

ンニングのような反復的な循環運動であるか、又は最大限の力を利用する跳躍運動である

かどうかです。自転車競技選手に幅跳びテストを行うことは無駄であり、ジャンプするため

の筋肉を向上させるプログラムを組む理由はありません。 
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3 番目に、ピークパフォーマンスを得るためにテーパリングを行います。科学的試験では、

選手にとって有効な効果が得られており、一般的にほぼ全選手によって使用されています。

それは栄養から休息までの最大限の回復であり、ピークパフォーマンスを得るために絶対

に必要なことです。それは短距離走者のように選手が世界選手権の期間に 1 度や 2 度ピー

クパフォーマンスを必要しているのか、又はゴルファーのように全シーズン必要としてい

るのによって異なります。ゴルファーは遠方への旅行が多い大きなスケジュールとなり、  

全シーズン中、トレーニングプログラムと共に様々なテーパリングテクニックを使用しま

す。これはとても重要で、オフシーズンのトレーニング中にメリットを全て失ってしまうこ

とはありません。 
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皮膚の保護 

スキンケアとピークパフォーマンス 

 

Greet Claes  マガジン委員会メンバー 

－スポーツジャーナリスト兼ライターWesley Muydermans によるインタビュー－ 

 

ピークパフォーマンスは、このレベルに見合う身体的および精神的準備が必要ですが、

皮膚（体にとって大きな面積を占める）も特別なケアを必要とします。ハイレベルのスポー

ツにおいて、皮膚に害を与える可能性がある要因で何が一番重要でしょうか。 

 

エリート選手は激しく運動し、それは彼らにたくさん汗をかかせるものです。全ての微生

物は湿気のある環境で育つため、汗をかけばかくほど、皮膚の中で感染を起こす機会が多く

なります。選手は 1 日数回シャワーを浴びます。シャワーを浴びるたびに埃を取り除くだ

けでなく、よいバクテリアと皮膚の脂質も取ってしまうのです。これは乾燥、搔痒、また肌

荒れを引き起こします。乾燥した皮膚は外部からの物質の浸透を促進し、摩擦からの保護力

を低下させます。これは、決まった日常の行動と頻度の高い洗浄から、皮膚が既に弱ってい

ることを意味します。特に、既に傷ついたバリアを持つ選手にとって、外部からの攻撃に対

して優れたバリアを維持することは極めて重要です。  

 

選手はどのように皮膚を整え、あるいは皮膚を強くすることができるのでしょうか。 

 

選手が天候の異なる場所へ行く場合、これに適応できるよう時間を取ることが重要です。

そして体は慣れることができ、汗を減らすことができるのです。他には、汗を減らす製品を

使用することが考えられますが、汗は体温調節のプロセスの一部であるため、これらの製品
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を腋窩や足に塗布するだけで効果的です。選手は皮膚を清潔に保つマイルドな製品を使用

しなければなりませんし、その後皮膚に活気を与えるために、常に栄養分を与え保護する製

品を塗布しなければなりません。これにより肌荒れの可能性と健康的な皮膚のバリアの維

持という間で、中立的なバランスをとるのです。この習慣はピークパフォーマンス期間中、

重要なことであるだけではありません。選手は事前にあらゆる不備を避けなければなりま

せん。良好なスキンケアは 1 年中大切で、ピークパフォーマンス期間中、強化しなければな

りません。皮膚細胞は常に自身で再生しており（細胞分裂を経て）、常に活動しているので

す。それは円滑かつ最適に管理する必要がある活動的なプロセスなのです。ダメージを修復

するには長い時間を要します。 

 

健康的な皮膚を保つために、理学療法士が貢献できることはあるでしょうか。 

 

良くないスキンケアは常に避けなければいけません。選手は病気にならなくとも、痒みや

肌荒れのせいで眠れなくなることがあります。そしてそれは疲労、ストレス、過敏に繋がり、

選手をイライラさせ、パフォーマンスに影響を与えることがあります。摩擦は水疱やたこの

原因となり、それは選手がパフォーマンスから注意をそらしてしまったり、パフォーマンス

そのものに影響を与えてしまうものになりかねません。これはエリート選手にとって大き

な違いとなります。 

 

リオのオリンピック期間中、病理学者の Paula Saldiva は水質汚染より大気汚染で人間

は多く死亡すると述べました。大気汚染は皮膚にどんな影響を与えるのでしょうか。 

 

喫煙や紫外線照射と同様に、大気汚染はダメージを受ける原因となります。酸化プロセス

を悪化させるフリーラジカルを放出するのです。これは皮膚の老化を促進する原因となり、

数種の汚染物質は癌を引き起こすこともあります。そのため、肌を完全に清潔にすることは

極めて大切なことです。排気ガスと空調は毛穴を詰まらせ、にきびの原因となることがあり

ます。同じことがここでも言えますが、十分に水分補給することで強固なバリアを形成し、

皮膚にとって優れた保護力となります。他のどんな悪影響も肌にとってよいことはありま

せん。大気汚染からの悪影響は、抗酸化剤、ビタミン、ミネラルによって影響を少なくする

ことができます。健康的な食事は理想的なスタートです。抗酸化剤を含むスキンケア製品の

使用によって、大気汚染からの悪影響を和らげることができます。 
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フィールドの選手たち 
毎回、私たちは選手のストーリーを読者とシェアしています。 

私たちが称賛する選手について、彼らが何を行い、どんなトレーニングや競技、体験を

しているのか、ソーシャルメディアでフォローすることができます。 

 

JOLIEN D’HOORE 

リオオリンピック銅メダリスト 

twitter @joliendhoore 

 

 

自転車競技選手 Jolien D’Hoore さんは（実際はベルギー全体ですが）今まで夢見たこと

がなかったことをリオのオリンピック競技試合で成し遂げました。彼女は自転車トラック

競技オムニアムで銅メダルを獲得しました。それはとても素晴らしいパフォーマンスでし

た！もちろん、これほどの成果を達成するためには身体的にも精神的にも完璧で特殊な準

備を要します。永遠の名声を得るか、又は 4 位であるかの差がついてしまう他の要因全て

についてはここで述べません。そして、これら全ての疑問にぴったりの答えを出すのに

Jolien さん以外の人がいるでしょうか。3 年ほど前、彼女は理学療法とリハビリテーション

の技法で学士号を取りました。彼女は素晴らしい説得力をもってしっかりと話をすること

ができるのです。 
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36 

 

Jolien さん、オリンピック競技試合のために、どのような身体的な準備をしたのでしょう

か。集中力と持久力の両方を必要とする自転車トラック競技から考えて、とても特殊な積

み重ねであることは確かだと思いますが。 

 

私はロードレースに集中することから始めました。これは主に、長距離トレーニング又は

ロードレースに参加することによって行います。この点では、レースによりますが、それぞ

れのレースで競技することが大事です。トラックレースのトレーニングセッションも受け

ていますが、それは最大 2 時間かかります。もしスクラッチから始める必要がある場合、そ

の後最初の 3-4 週間を低強度で主に長距離ロードやトレーニングに費やします。その後、ト

ラックトレーニングを組み合わせて、より短距離でさらに高強度トレーニングも入れて長

距離トレーニングを行います。試合の前に 2 週間ほどテーパリング期間（トレーニングを

減らす期間）を合わせます。ロードでは低強度で最大 2 時間、トラックではかなりの強度で

非常に短時間自転車に乗ります。 

 

あなたの身体面の準備は実際には誰がプランを立てますか？また、それはどのように立

てるのでしょうか。スポーツドクターや理学療法士、コーチ等、あなたと他の人で分担して

いるタスクはありますか。 

 

私はかなりのインプットを行います。どの競技に参加するのかを決定し、トレーニングの

範囲と強度を決めます。私のコーチ陣はどんなタイプのトレーニングをすべきか信頼でき

る助言をくれますが、自身で状態を評価する必要がある時もよくあります。ひとつのイベン
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トで 4 時間あれば十分ですが、別のイベントではもっと時間が必要だと感じるかもしれま

せん。 

 

心拍数、乳酸値や VOmax 等、あなたが利用しているパフォーマンスの指標は何でしょ

うか。どのようにそれらを測定していますか。 

 

私たちはトラックで乳酸値を何回も測定します。トラックを回る場合、私がトラックを外

れた時に乳酸値を測定します。値は 20 を超えるときがほとんどです。その後、乳酸値が 5-

6、又はそれ以下に低下するまでローラー上で体を温める必要があります。ロードトレーニ

ングをする時、指標は主にワット数です。自転車競技者の中には心拍数を基本とする選手も

いますが、私はあまり好みません。私の場合は多少変動するのですが、それは疲労に繋がっ

ていることが多いのです。ワット数の測定のほうが、信頼性が高いことがわかり、変動も少

なく、そのためより正確なのです。 

 

身体面の準備のほかに、もちろん精神的な面もありますが、これはどのようにアプロー

チしているのでしょうか。やはり、マスコミ、環境、ファンからの「プレッシャー」は計り

知れないものに違いありませんよね。 

 

以前、私はスポーツ精神科医である Bert De Cuyper の診察をよく受けていました。その

間、私は年齢を重ね、経験を積み、本当に効果があったのです。それに今は、以前よりもっ

とリラックスしています。いつももちろん、プレッシャーがあり、それはあらゆる角度から

やってくるものですが、それは、本当は私にとって邪魔なものではありません。実際、私が

ベストな状態で競技することができるために必要なことでもあります。リオでの試合 2 週

間前、携帯電話の電源を切り、インターネットとソーシャルメディアに手を出さないように

しました。この方法で私は外の世界から切り離し、集中するしかないことにしました。これ

は長期間必要なことではありませんが、オリンピック等の競技まで向かっていく場合は理

想的です。 

 

もちろん、準備期間と実際の競技試合の両方の期間に、多くの他の要因も役割を果たす

と思います。正しい自転車やウェア等、内因性の要因にどのように対処していますか。 

 

トラックスーツに限っていえば、Bioracer と一緒にセレクションを作りました。なぜな

ら彼らは自転車競技連盟のウェアスポンサーだからです。ベリンゲンにある Flanders Bike 
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Valley の曲がりくねったトンネルで、オムニアムの様々な場面でスピードを加速します。

このようにトラックスーツをテストします。最も適したトラックスーツは各々の部分に適

して作られます。実際、私は自転車にも同じことをしましたが、今回 Ridley と協力し合い

ました。そして彼らは長さ、座る高さ、タイヤ等、カスタマイズされた自転車を作ってくれ

たのです。 

 

肌状態が良好であることも決して忘れてはならない要因と思います。あなたが使用して

いる製品のひとつは NAQI ボディスクリーンですね。スキンケアのために他に行っている

ことはありますか。 

 

試合前夜、NAQI Recovery Gel も使っています。これは今年見つけた製品なのですが、

とても心地よいものだと思います。冷たい感覚と暖かい感覚が同時に得られ、どのように循

環改善しているか感じることができます。試合中は、摩擦予防のためにシャモアクリームと

して NAQI ボディスクリーンを使用しています。リオではオムニアムのレース後に NAQI

クールジェルを使用しました。ブラジルはとても暑かったのですが、このジェルはとても爽

快感があり、おかげで順調に回復することができました。 

 

時差ぼけ、睡眠、フライト時間等の外因性の要因にはどのように対処していますか。 

 

リオでは明らかに時差があり、私は出発前から時差ぼけ対策に従っていました。時差ぼけ

対策として特殊な眼鏡を持っていて、自宅で寝る前にこの眼鏡を青いライトがついた状態
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で 1 時間かけなければなりません。朝は赤いライトにして眼鏡をかけます。同じことを 5 日

間続けます。リオまでのフライトについて言えば、BOIC（ベルギーオリンピック委員会）

が取り纏めているので、それほど言えることはありません。BOIC はベルギー選手の大多数

を同じフライトで出発させたいと考えていました。 

 

ロードレースとトラックレースの選択は難しいものでしょうか。 

 

私は 12 歳の時からトラックで自転車競技をしているので、とても大切に思っています。

やめることはできないでしょう。将来はロードレースにトライするつもりで、もっと集中し

ようと思っていますが、トラックレースをやめることはないと思います。この冬はポイント

レースかマディソンにもっと集中する予定です。オムニアムで競技することはもうないで

しょう。準備がとても特殊でロードレースと組み合わせることはとても難しいからです。 

 

あなたはリオで素晴らしい成績を収めましたね。若い選手たちに伝えたいメッセージは

ありますか。 

 

オリンピックに関して言えば、たとえ勝利を得ることができないと思っても、常に自分を

信じて一生懸命努力して下さい。もし 5 年前に、私がリオで銅メダルを取れるでしょうと

言われたとしても、私はただ笑っていただけだと思います。私たちは努力し、従来のベルギ

ー人の精神を捨てる必要があるのです。私たちがよく言うことですが、「私たちベルギー人

は僅かしかいないのです。だから選択の余地はないのです！」 

一生懸命努力することで、誰でも何かを得ることができるのです。 
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選手にとってプロの 

マッサージローションを 

使うことがなぜ 

重要でなのでしょうか 
 

 

 

 

選手の肌は万全に保たれなければなりません。マッサー

ジローションはマッサージ中の機械的な手順のデメリッ

トから保護する役目があります。肌に対するどんなストレ

スも肌にダメージを与えることになり、特に、敏感肌やス

ポーツ、厳しい天候条件による長期間のストレスに直面し

た時に起こります。 

 

マッサージローションを選ぶ時、素晴らしく滑らかな効

果と共にできるだけ肌を保護してくれるものを選びたい

と思います。NAQI マッサージローションは低刺激性で、

水で簡単に洗い流せます。NAQI マッサージローションは

特殊な液晶エマルションで、肌と同じ pH です。これは肌

に潤いを与え、自然な治癒力を促進し、ローションが毛穴をブロックしないように肌に呼吸

させることができます。 

 

中性の NAQI マッサージローションは皮膚科医によるテスト済みで、敏感肌や湿疹のあ

る方にも適しています。様々な塗布方法に適しており、セラピストの方がトリートメントに

最適なツールとして使えるような特別に適応した滑らかさをもちます。 
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本マガジンの情報は専門家のアドバイスに替わるものではなく、医学的状態を議論する

のに唯一ベストな方法、プロセス、処置を示すものでもありません。NAQI セラピューティ

ックマガジンで公表されている全ての記事で述べている意見は著者によるものです。 
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