プロローグ

プロローグ

日本のスポーツ界では頑張って練習すると、結果はともあれ評価されます。
『あいつはいつも頑張って練習しているから、競技能力は大して高くないが試
合に出してやろう !』
このように言って選手としての能力は大して高くないが一生懸命頑張って練習
する選手をレギュラーにする指導者が結構います。
逆に能力が高くてもあまり練習しない選手は『あいつは他の選手の手本になら
ない !』と言って試合に出さない指導者がいます。
頑張って練習しない選手より頑張って練習する選手を使いたくなる気持ちは分
かりますが、はたして頑張って練習すると競技能力は向上するのでしょうか ?
筆者は選手の競技能力を向上させることを仕事としている運動指導者で、これ
までに様々な競技のたくさんのアスリートを指導してきました。
その中で頑張って練習した場合とあまり頑張らずに練習した場合とでどちらの
方が選手の能力が高くなるかを比較したことがありますが、意外にも頑張って練
習した場合よりもあまり頑張らずに練習した場合の方が競技能力が高くなる傾向
がありました。
頑張って練習すると多くの指導者は『よくやった !』とほめてくれますが、体
はその行為をほめてくれるどころか拒絶し受け入れてはくれません。
頑張って練習する行為に対して体は『この人は危険なことをする人だから、怪
我をしないように動きに（プレイに）制御をかけなければならない !』と判断し、
本人の意思に反して発揮出来る能力を低くコントロールしてしまいます。
（たいていの選手は能力が低くなると、もっと頑張って練習しますが、そうな
ると体は更に強い制御をかけて能力は更に低くなります。
）
スポーツを教育ととらえている指導者にこのようなことを言うと怒られてしま
いそうですが、強度的にも量的にも「頑張らずに練習する」ことが競技能力を向
上させる秘訣だと言えます。
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これ以外でもスポーツ界では一般的に行われているが競技能力を向上させる上
ではやらない方がいいことや、逆にスポーツ界ではほとんど行われていないが競
技能力を向上させる為にはやった方がいいことがいくつかあります。
筆者は本書で競技能力を向上させる秘訣をまとめてみましたので、自己満足の
為に練習を行っているのではなく、競技能力を向上させる為に練習を行っている
選手の方は是非読んでみて下さい。
選手の競技能力をしっかり向上させたいと考えている運動指導者の方や体のし
くみに興味を持たれている方も本書を是非読んでみて下さい。
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