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両者のなかで直接的にパフォーマン
スに関連するのは前者でしょう。こ
れは、神経系や爆発的な筋出力発揮
の要因であるということです。競技
特性として素早い動作が要求されま
すから、速い動作のトレーニングが
重要になります。しかし一方では、
単に出力だけでは解決できない部分
もあるでしょう。この部分に関して
は、伝達力も見逃せない部分である
ということです。
　トレーニングの段階的な展開とし
ては、一般的なトレーニングから専
門的なトレーニングへと発展させて
いきます。スクワットやランジとい
ったベーシックなものから、ケーブ
ルなどを用いた水平方向での抵抗を
意識したものへと進んでいきます。
筋出力形態においても、両手から片
手での出力へ移行します。そして、

MBエクササイズやプライオメトリ
クスなどの爆発的エクササイズを経
て、実際の競技を考慮した、連続し
た加速や減速、連続動作を意識しな
がら動作を構築していくイメージに
なります。とくにボクシング競技で
は、リバウンダーを用いたMBの投
射系エクササイズが有効でしょう。
　パンチ動作は、パンチを放って終
わりではありません。パンチを出し
て戻す動作が必要になるのです。具
体例としては、チェストパス動作や
ツイストスロー動作を時間を区切っ
てトレーニングをすると効果的で
す。力の発揮だけでなく、しっかり
と受け止めて減速させることで、肩
の傷害予防のトレーニングにもなり
ます。フットワークでの下半身の筋
群の減速動作だけでなく、上半身に
おいても肩関節周囲の筋群における

減速動作が存在することを理解する
必要があるでしょう。効率的な動作
は、出力の向上に間接的にではあり
ますが貢献する重要な要素です。こ
の部分が適切にできると、出力を高
めるトレーニングの効果が加速的に
促進されるのです。
　以上のことを踏まえて、試合に向
けたトレーニングの方向性をまとめ
ると、試合に向けては、最大限に瞬
発力や持久力を高めて準備をしま
す。そして、実際の試合においては、
相手との打撃戦による消耗を最小限
にして、相手に最大限のダメージを
与えることが求められます。その際
には、技術的要因との関連も非常に
深く関わりますから、選手やコーチ
との綿密な情報交換も大切になるの
です。　　　　　　　　（南川哲人）
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アスリートを対象としたトレーニングジムを設立した弓場氏。過去には、徹
底したフィジカルテストの実施で選手の体力データをトレーニングの指標と
した時期もあるようだ。そのような時期を経て至った現在の自らの考えを語
っていただく。

瞬発的な力を引き出す 
ために何が必要か
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瞬発的な能力を最大限に引き
出す
　スポーツ競技それぞれにおいて、
瞬発力を発揮する局面は一様ではあ
りません。ですが、瞬発力を高める
トレーニングというと一様にパワー
クリーン、スナッチといったクイッ
クリフトや、スクワットジャンプな

どの全身的なパワーエクササイズが
イメージされがちです。確かに絶対
的な爆発的パワー発揮を求めるには
必要不可欠なトレーニングといえる
でしょう。しかし、正しい身体的機
能をベースとした全身的な動作でな
ければ、そのようなトレーニングを
行ったとしても、その選手の持つ瞬

発的な能力は最大限に引き出される
ことはなく、実際の競技の中でも十
分なパフォーマンスとして表現され
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ることなく終わってしまうのではな
いでしょうか。
　私のところでトレーニングする選
手の 1人に、アメリカンフットボー
ルのA選手がいます。そのA選手が
たとえば瞬発力向上を目的としたス
クワットジャンプを行うとします。
その際に、パワー測定器を活用して
パワー数値を追及していくことはパ
ワートレーニングの有効な方法の 1

つといえるでしょう。実際にこの方
法で、彼に「100kgのスクワットジ
ャンプを最大努力で 3回行おう」と
言えば、まず積極的にそのトレーニ
ングに取り組んでくれると思いま
す。しかし、彼のトレーニングニー
ズをさらに追っていくと、「そこか
ら得られるものが、本当に競技の特
異的な場面においてパワーとなって
活かされているのだろうか？」と疑
問に感じる部分があるのです。A選
手はランニングバック（RB）やワ
イドレシーバー（WR）というポジ
ション特性から、パワーばかりでな
く高い技術レベルも要求されるポジ
ションです。彼は、大学までしっか
りとしたトレーニングを段階的に積
み重ねてきていて、身体を大きくす
ることや筋出力を高めるといったこ
とを、適切かつ十分に行ってきた選
手です。決してこのことが間違いと
いうわけではなく、そうしたことで
アメリカンフットボール競技でのパ
ワープレーに耐えうる身体を獲得
し、今や国内屈指のカットバックラ
ンナーの 1人として認められる選手
になっています。
　しかし、そのような高い競技レベ
ルでプレーするA選手でも、もし、
前述したような正しい身体的機能を
有していないとすれば、まだまだ引
き出し可能な潜在的能力があるとい
うことになるわけです。そして、そ
のことこそが、彼の今現在のトレー

ニングニーズになるのではないか、
と私は考えるわけです。
　そういった観点から、A選手の瞬
発力向上を目的とした取り組みとし
て必要とされることは、単に前述し
た全身的なパワートレーニングを推
し進めるのみではなく、まずはベー
スとなる十分な身体的機能を有して
いるかをチェックし改善することで
あり、さらには、A選手がイメージ
しているプレーの中で、彼の持って
いる瞬発力が最大限に活かされるよ
うなトレーニングが行われなければ
ならないということです。
　本質的に競技パフォーマンス向上
を目指す場合には、A選手のような
研ぎ澄まされた瞬発的動作が必要な
高い競技レベルだからというわけで
はなく、また、瞬発力向上というパ
フォーマンスの中のある枠組みに限
ったことでもなく、どのような選手
の、またどのような目的を持ってい
たとしても、人間として本来持つべ
き身体的機能を有しているか否かに
着目することこそが、まず大切とさ
れるのではないでしょうか。

まずベースとなる身体的機能
を習得する
　A選手は、自分自身のパフォーマ
ンスについて大変深く考えていて、
トレーニングに対するニーズに関し
ても、非常に具体的なレベルまで話
をしてくれます。ですから、そのニ
ーズを達成しようとするこだわりも
かなり強いように感じます。A選手
のニーズとは、相手選手との駆け引
きでの“かわす”動作について、今
まで以上にレベルアップさせたいと
いうことです。具体的には、今より
少しでも低い姿勢で“かわす”動作
を実現したいということです。実際
のゲームの流れの中では、A選手の
理想的なボディコントロールができ

る場合もあれば、そうでない場合も
当然ありえます。理想的とは、相手
選手との駆け引きの中で姿勢を崩さ
ず適切なボディコントロールをする
ことですが、姿勢を崩してまった場
合でも、素早く修正して相手選手を
“かわしきる”ワンランク上のボデ
ィコントロールを獲得したいと考え
ているのです。
　以上のようなニーズについて具体
的にトレーニングを進めるに際し、
まずは動作の特異性を明確に捉える
必要があります。これは、単なる脚
筋力の出力の問題だけではなく、身
体の使い方を詳細に検討するという
ことです。まずは、彼の目指す低い
姿勢というものを理解する必要があ
るでしょう。実際に姿勢をとっても
らい、どの程度の柔軟性が必要なの
かを確認します。そして、どのよう
な踏ん張り方が要求されているのか
を確認します。たとえば、その際の
足指のグリップや足首の角度など、
1つ 1つの動作に関して、A選手と
彼のニーズを達成するための情報共
有を進めていくことになります。
　このような情報交換を重ねて、エ
クササイズの 1つとしてラテラルラ
ンジを選択しました。なぜなら、A

選手の追求している低い姿勢に合致
する特性をもつエクサイズであるに
もかかわらず、彼が、その動作につ
いての身体的機能を有していないと
感じたからです。具体的には、屈曲
側の膝が外側へ逃げるので、次の動
作へ移行する際に時間と力のロスが
生じていました。このような場合、
普通、膝が外側に逃げる動作に伴っ
て足裏が浮いてしまう傾向がありま
す。しかし彼の場合は、そのような
状態でありながらも足裏はしっかり
と地面を捉えてグリップを生み出し
ているので、プレーの中で大きなロ
スを感じていなかったのかもしれま
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せん。しかし、ワンランク上の動作
の鋭さを求めようとした場合、ラテ
ラルランジをエクササイズに選択し
て反復的に行っていくことで、低い
姿勢をつくりつつ、膝が外側に逃げ
ずに力を分散してしまわないような
ボディコントロールを獲得しなけれ
ばならないと考えるわけです。

2人の指導者との出会いから得
た転機
　私は、トレーニング指導者として
の活動し始めたとき、単に高重量を
用いて徹底的に選手を追い込むだけ
のような、極めて実効の少ないトレ
ーニングを選手に課していたように
思います。それからの私は、体力デ
ータを適切に収集して、実効のある
トレーニングプログラムを作成する
ことの重要性を理解していくことに
なります。複数チームのトレーニン
グ指導をする中で、数台の測定機器
を駆使したフィジカルテストを徹底
的に行い、測定データの数値が導く
方向に向かってトレーニング指導を
進めていました。
　そのような指導をしていたときに
出会った対照的な指導方法を持つ 2

人のトレーニング指導者が、私に大
きな転機をもたらしてくれました。
1人目の指導者の方は、医療分野が
バックグラウンドとしてあり、人間
の身体というものに対する理解が大
変深い方でした。たとえば、「ドロ
ーイン」という動作 1つを取り上げ
ても、その理論に理解が深いだけで
なく、その実践手段においても指導
対象に応じた説明の引き出しが大変
豊富な方でした。これに対し、2人
目の指導者の方は対照的で、もちろ
ん基本的な原理・原則は押さえつつ
ですが、選手の持つ感覚を共有する
ためには、理論よりはとにかく自分
の身体を使って理解しようと努め、

また逆に指導方法も選手と徹底的に
話をしたうえで体当たりで感覚を伝
えようとする方でした。
　このような 2人の指導者に出会
い、「今までのような数値データを
追及するトレーニング指導法は、ち
ょっと違うのでは？」と感じたわけ
です。この2人との出会いから学ん
だことこそが、今の私自身の理想的
なトレーニング指導法になっている
と思います。

数値は実証するために用いる
　私は、決して測定器を駆使したト
レーニング指導法を否定しているわ
けではありません。むしろ、これま
でにその必要性を十二分に理解でき
る機会に恵まれてきました。ただ、
同等もしくはそれ以上に選手の感覚
的な世界も大切にしなければならな
いと感じたわけです。選手のイメー
ジするパフォーマンスを選手ととも
に追い求め、それをさらに信頼でき
るものにするために数値を用いるこ
とこそが理想と考えているのです。
A選手の場合でも、数値では確かに
ある一定レベルの水準を示していま
した。しかし、本人の感覚に、「何
かが違う」というものが存在してい
るのです。そして、その数値を追求
することが実際の競技の中でどのよ
うに活きてきているかが、イマイチ
自分の感覚の中でわからないという
ことなのです。A選手は、今までの
トレーニングの蓄積から、かなりの
高重量を扱うことができます。しか
し、このようなトレーニングを続け
てさらなる重量アップをしていくこ
とを、現時点における彼は望んでは
いないのです。
　以上のことから、パワー発揮する
ためのベースとなる身体的機能を習
得して、そして前述のA選手のラテ
ラルランジのように自分のイメージ

する姿勢での機能性をしっかり構築
し、そのうえで適切な負荷をかけて
いきながら、その上にパワーを乗せ
ていく、つまり、競技に結びつくベ
ースとなる身体的機能をまず獲得
し、そのうえで測定器を活用するこ
とによって、その効果を最大限に引
き出すことができるのではないかと
考えているのです。

トレーニング事例
　これまでに私のジムで行った具体
的な事例を紹介することで、競技パ
フォーマンス（このテーマでは瞬発
力）に結びつけるためにはベースと
なる身体的機能の習得が必要であ
る、ということの重要性を説きたい
と思います。ジムでは、1セッショ
ンを90分に設定しています。その
最初の30分は、単なるウォーミン
グアップという意味合いではない、
これから行われるトレーニングに関
わる部位全体が、本来持つべき機能
を有しているかをチェックできるド
リルを入れるようにしています。動
作に関わる筋群が正しく動員されて
いるか、また、動作に関わる関節が
正しい動きをして適切な連動が行え
ているかなどをチェックします。そ
うすることで、とくに選手の競技特
性にかかわらず、人間が本来持つべ
き身体的機能を有しているか否かを
まず確認できるわけです。また、選
手が自身の身体の持つ癖を深く認識
できることにもなりますし、その日
その日の身体の状態を把握すること
にもなります。そして万一、この最
初の30分で気がかりな点が見つか
った場合は、その日実施予定のプロ
グラム内容を検討し直して、大きく
変更したうえでトレーニングを実施
することも少なくありません。
　写真に示す事例は、ホームセンタ
ー で 販 売 さ れ て い る 木 の 棒
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（180cm）をシャフト替わりに使う
スクワットを取り入れた例です。あ
とのトレーニングで下肢トレーニン
グがプログラムされている場合には
必ずといっていいほど行います。
　よくありがちですが、スクワット
動作の開始に伴って両脚の動きが左
右対称でなくなり、足関節の外反す
るような動きで写真 1の左足のよう
な状態を生じることがあります。こ
れを無理につま先の位置を左右対称
にしようと意識をして矯正すると写
真 2のように、ニーインした大変膝
にストレスのかかる危険な姿勢にな
ってしまいます。これは動きが伴っ
たときに初めてわかる問題点で、足
関節の正しい動きが損なわれて起こ
っているといえるでしょう。このよ
うな問題点が見つかった場合、前述
したようにそのまま次のトレーニン
グに進むのではなく、プログラム内
容を変更して問題点を改善する取り
組みを行います。もしそうせずにこ
のままスクワットジャンプなどをす
れば、トレーニング効率が下がるば
かりでなく、障害を招く危険性さえ
あります。
　そこでよく行うのはカーフレイズ
です。直立姿勢から背伸びをして足
指に体重を乗せる動作であり、主に

動作時の両脚それぞれの内外側の拮
抗が適切かを確認することが目的で
す。このドリルでは、両拇趾球を中
心として床を適切に捉えていくこと
が大切ですが、そのためには足関節
の膝・股関節との適切な連動のなか
で、内転筋群や殿筋群、さらには体
幹筋群などがうまく機能しないと、
拇趾球に体重がしっかりと乗せにく
くなってしまいます。このようにと
らえるとカーフレイズは、下肢から
体幹にかけての運動機能のベースを
つくりだすエクササイズの 1つとい
えるのではないでしょうか。
　さらに、カーフレイズが正しくで
きなかったケースもこれまでによく
あります。写真 3では、右足を外側
へ開いて踵を挙上しています。少し
わかりにくいですが足裏の筋肉の発
達度合いに左右差が生じています。
さらに写真 4では、下腿部の筋肉の
大きさにも左右差が生じています。
こういった場合には、足関節の可動
域そのものにも不具合がある可能性
が考えられますので、足首の動きを
正しく意識づけするようなエクササ
イズを実施しています。一例として、
背屈に制限のある場合は、片膝を着
いてアキレス腱をストレッチするよ
うな姿勢をとります。そして足関節

の正しい動きができるように、手で
押さえて正しい動きをサポートしな
がら体重を乗せていく動作を繰り返
し行います。とくに、足首の捻挫が
既往としてある場合には、背屈動作
に問題を抱えたままの選手がよくみ
られます。その結果、このように関
節の動きに支障をきたし、さらには
下肢全体の機能性を低下させ、そし
て実際のパフォーマンスにつながる
であろうスクワットジャンプなどの
トレーニングに至れない状況をつく
り出していると考えられます。
　このように、ジムでのトレーニン
グは、まず基本ドリルからスタート
して動きのチェックをしながら進め
られますが、場合によっては段階を
ステップアップせずステップダウン
して根本までさかのぼることで、最
終目的とするパフォーマンスの獲得
をより実現性の高いものにするわけ
です。

競技転化へのプロセス
　私は、トレーニングが実際の競技
パフォーマンスに結びつくことを目
指して指導をしています。しかし、
その目的を達成するには、競技パフ
ォーマンスの向上が一時的に停滞
し、我慢を要する時期があることを

写真 1　動作の開始にともなって外反する右足関節 写真 2　つま先の向きを改善してもニーインする
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理解する必要があります。とくに、
ゴルフなど、技術的要因がパフォー
マンスに影響を与えやすい競技に関
しては、このことを選手と十分に相
互理解しておくことが必要でしょ
う。
　つまりは、身体機能が適切なもの
となり筋肉の出力レベルが向上した
としても、実際の競技における技術
的な感覚の部分に少なからずズレを
生じさせてしまうことがあり、身体
と技術が合致したままであるという
ことは、むしろ考えにくいというこ
とです。
　この「感覚的なズレ」については、
たとえばスクワットやデッドリフト
といったエクササイズを実施するこ
とによって、地面を押す感覚という
ものを身体で理解できるようになる
でしょう。また、メディスンボール
を用いた脊柱の回旋動作を伴うエク
ササイズによって、骨盤の動きや下
肢との連動を適切に行うことができ
るようになるでしょう。しかし、こ
の動作は、ウェイトトレーニングの
中での固有のエクササイズによっ
て、身体操作を理解したということ
にすぎないということです。これは、
そのエクササイズに対してのみ特異
的に適応したとも表現できます。で

すから、実際の競技レベルでの動作
においては、必要な身体操作の習得
にまで至っていないということなの
です。このことを十分に理解したう
えで、競技練習に取り組む必要があ
るでしょう。
　ゴルフの実際の競技パフォーマン
スにおいては、初期の段階にみられ
る現象として、飛距離の向上という
よいトレーニング効果が比較的早い
段階でみられることでしょう。しか
し一方で、飛距離のコントロールや
打球方向のコントロールという側面
においては、選手のそれまでのイメ
ージと異なった結果が生じてくるよ
うです。このような時期は、選手に
は自身のパフォーマンスの向上の過
程であると捉えてもらい、さまざま
な試行錯誤を重ねながら、実際の競
技動作のなかでの地面を押す感覚や
骨盤の動作と下肢の連動というもの
を、少しずつ納得できる自分自身の
ものにしてもらえればと考えます。
そして最終的に、身体の向上と自身
がイメージするスイングとが結びつ
くのではないでしょうか。
　このように試行錯誤の過程は、必
ずしも右肩上がりの直線的な成長で
はありません。進歩と後退の一進一
退の状況を繰り返しながら、あるき

っかけの際に一気にブレイクスル―
するようなイメージだと思います。
トレーニングを通じて適切な身体操
作を習得し、それを実際の競技動作
でも適切に応用できたとき、トレー
ニングによる競技への転化というも
のが実現するのです。

裏付けのあるトレーニングを
する
　日々のトレーニングの中では、選
手の競技パフォーマンスの成長や、
その時点でのパフォーマンスに対す
る捉え方によって、同じエクササイ
ズでも重視するポイントを変えるこ
とや方向性そのものを再検討するこ
とがあります。その際は、選手とし
っかりコミュニケーションをとるこ
とを重視しています。よくあるケー
スとしては、選手が競技上のスラン
プを抱えた場合です。そういったケ
ースでは、ある程度の裏づけがなけ
ればトレーニングプログラムを操作
するのには勇気がいります。体力的
な要因なのか、技術的な要因なのか、
精神的なことに起因するのか。まず
は、その選手を指導するテクニカル
コーチの考えやバイオメカニクス的
側面などから判断されるべきかと考
えます。長期間にわたってトレーニ

写真 3　右踵が外側へ開いて挙上しているカーフレイズ 写真 4　筋肉発達の左右差
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ング指導で関わりを持っている選手
であれば、選手自身がそういった裏
づけのあるトレーニングを進めるた
めにどう考えるべきかを理解してく
れるようになっているので、中には、
定期的にプレーする映像を見せてく
れる選手もいます。そのように、テ
クニカルコーチとのコミュニケーシ
ョンを図ったり、実際の選手の競技
シーンを定期的に見るようにするこ
とで、やはり裏づけのあるトレーニ
ング指導に近づけるのではないかと
考えています。
　実際に選手の競技シーンを見て動
きを観察する際には、全体像を捉え
ることと局所を捉えることの両方の
側面から検討するようにしていま
す。どちらかに偏った見方をすると、
適切な動作の分析には結びつきにく
く、誤った分析になりかねないから

です。具体的な流れとしては、たと
えば、実際の競技シーンでの全体的
な動作を見ながら、スランプ前の元
の理想的な動作との違いがどこの部
位に生じているのかを捉えるように
します。そして、問題が生じている
と思われる部位に焦点を絞り込んで
いくのです。問題を生じている部位
に対しては、ある程度の仮説を立て
てチェックをしてみます。たとえば
その部位の拮抗筋のストレッチング
をし、その後に主導筋のエクササイ
ズを実施して、そのときの可動域の
変化をみます。その後、改めて全体
的な動作を見たときに、改善されて
いるかを確認するのです。そして逆
に局所から検討する場合は、前に述
べたように、トレーニングの中で動
きの変化を見つけ出す場合です。た
とえば、これまで左右差がなかった

腰部の捻転動作に明らかに左右差が
生じているといった場合は、そこに
アプローチしていきます。そしてそ
の局所的な動きが改善されれば全体
像を見ます。もちろん、どちらの場
合であっても最終目的である競技パ
フォーマンスへ結びつけるように努
めます。
　最近では、映像分析ができるソフ
トウェアなども活用して、この分野
に関しては大いに役立てています。
　　　　　　　　　　　（南川哲人）
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