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アスリートの準備システムにおける専門的諸原則
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訳 青山亜紀（日本大学）
要 約
アスリートが試合への準備を行うにあたっての理論および方法論は，専門的な法則性に基づく指針となるパラダイムや指
導的理念となる専門的諸原則に基盤を置いている．それら専門的法則性とは，安定的で再現される関係性を示す．つまり，
生まれ持った資質と，競技力の構成要素を高いレベルに向上させる可能性との関係，また，アスリートの身体に作用を及ぼ
すトレーニングの内的・外的要素と，その結果として起こる反応との関係性，動きの質的表徴と準備状態の様々な要素の関
係性，準備状態の様々な面と試合活動の最適な構造との関係性などである．これら原則は，アスリートが試合への準備を行
う中で，実際のトレーニングに起こり得る典型的な状況においていかにあるべきかということや，コーチングをどこまで創
造的におこなってよいかの指針を示すうえで重要な役割を果たしている．またこれらの原則は，科学的研究によって導き出
された結果を解釈するために重要であることはもちろんのこと，それと同様に，我々がしばしば遭遇する現代スポーツの実
情からかけはなれた医学・生物学的分野におけるケースにも適用することが重要である．
キーワード：スポーツの準備，スポーツトレーニング，専門的原則および法則

どんな理論にも言えることだが，アスリートの準備

ポーツトレーニングの総合的な目的と法則性にした

における理論の土台となっているのは，専門的諸原

がって決定づける理論的な総括である．これら専門的

則，すなわち，アスリートの資質と競技力の構成要素

諸原則は，アスリートの準備にありがちな典型的状況

を向上させる可能性との関係性，アスリートの身体に

においていかにあるべきかを示すルールを，コーチン

及ぼす諸要素と，それに対する反応の急性的，即自

グを行う上で実行するための基盤である．また，典型

的，累積的性質との相互関係，動きの質とトレーニン

的ではない状況においても，コーチング活動の創造的

グの基本的側面（技術的，身体的，戦術的，心理的）

要素をほどよく保ちつつ，これら諸原則に従うことが

ならびにその種類（一般的，補助的，専門的）との間

同様に重要である．これら諸原則からコーチングのた

にある，安定的で再現される専門的な法則性に立脚し

めのルールが生まれ，諸原則の要求を実践するために

ている指針や基本的諸項目である．

欠かせない総合的な方法上のアドバイスがかたちをな

アスリートの準備に関する理論・方法論，スポーツ

す．これらは，それぞれの具体的な状況においてどの

形態学，生理学，生化学，心理学，その他各種の科学

ように対応したらよいかということに対する具体的な

的法則性や方法論（適応理論，体系的アプローチ，機

答えを含んでいるものではなく，コーチやアスリート

能システム理論など）の研究が行われることによっ

の側から創造的なアプローチをするための思考的枠組

て，それが最先端のスポーツ実践での成果と相まっ

みとする．

て，トレーニングとそれに対するアスリートの身体反

スポーツトレーニングの諸原則は，多年および年間

応の間の複雑かつ合理的な関連性が明らかにされてき

準備の構造や，身体的，技術的，戦術的，精神的準備

た．こうした関連性をアスリートの準備の専門的諸原

を完成させるためのそれぞれの構成やその比率，ト

則の形で総括し実践していくことは，多年にわたる競

レーニングおよび試合による負荷の変動，トレーニン

技力の発達のあらゆる段階におけるトレーニングプロ

グ課業，ミクロサイクル，メゾサイクルの構成，試合

セスを，合理的に構築することを可能とするための基

活動モデルの内容等を厳密に定めるものではない．こ

盤となる．スポーツトレーニングの専門的諸原則と

れら諸原則とは，単にアスリートの競技力形成におい

は，アスリートの準備プロセスの内容と実践を，ス

て客観的に影響を及ぼす何らかの法則性を総合的に反
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映し，かつ統合するための方法論とそれぞれの要素の
性質に関する指針に過ぎない（11, 12）
．これら諸原則

3 ．一般的（土台，基礎）および専門的トレーニング
の一体性

を知り理解していることは，コーチやその他アスリー

4 ．トレーニングプロセスの連続性

トのトレーニングに関わる専門家たちの活動が，有意

5 ．負荷を漸進的に高め，最大負荷へ向かわせるプロ

義なものとなると同時に，アスリートの競技力を形成

セスの一体化

し，また個人の成績を最大限伸ばすことにおいて厳然

6 ．トレーニング負荷の波状的変動

と存在する法則性に矛盾する決定をとることのないゆ

7 ．トレーニングプロセスの周期性

るぎない基盤となる．

8 ．試合活動と準備状態の構造の一体化と相互連関

残念ながら現代におけるスポーツトレーニング理論

また以下に挙げる 2 つは，アスリートのトレーニング

には，このような諸原則について一貫性をもって整理

の理論・方法論の分野における知識体系を最適化しそ

された基盤がないため，矛盾のないシステムという形

の効果を引き上げてくれるだろう．

で受け止められにくい．専門文献では，一般的な教育

9 ．トレーニングプロセスと試合活動はトレーニング

学上の原則がスポーツトレーニングの専門的原則と混

以外の要素とともに一体化し相互に関係する

同されたり，また，類似する知識分野の個別の法則性

10．トレーニングプロセスと怪我の予防との相互関係

がスポーツトレーニングの諸原則と同レベルで語られ
たり，原則と法則性，ルール，方針の区別がつきかね

１．最高のパフォーマンスへの志向性

たりしている．一方では，各原則間の相互関係および

試合を開始する時や，勝利や記録を目指す姿勢，あ

相互作用に関する検討が欠けていたり，さらにトレー

るいは対戦相手同士の激しい争いなどの場面に現れる

ニングプロセスを構築するにあたって，内容と形式が

スポーツの法則性をみると，スポーツトレーニングの

かけはなれているなどといった状況がみられる．

専門的諸原則のひとつには「最高のパフォーマンスへ

東欧のスポーツ科学学派においては，トレーニング

の志向性」があることがわかる．この原則は，最も効

プロセスを合理的に構築する際にきわめて重要なス

果的な手段としてのエクササイズやトレーニング方法

ポーツトレーニングの専門的諸原則は，一般的な教育

を取り入れること，そしてトレーニングプロセスや試

学上の原則と明確に区別されていた．近年西側諸国で

合活動をつねに一体化し，生活リズムを最適化すると

発表された多数の学術論文に関して言えば，諸原則の

ともに特別な栄養・休養・回復システムを導入するこ

中で重大な混同がなされたり，専門的諸原則を打ち出

とで実現可能となる．

すにあたって表面的な対応がされていたり，主として

「最高のパフォーマンスへの志向性」によって，ト

生物学的性質の個別の法則性を，専門的な諸原則に当

レーニングの目標とする方向性や課題，エクササイズ

てはめたりしていることなどが見受けられる．このよ

や方法の構成，トレーニングプロセスのさまざまな構

うな状況は，適切な科学的および実践的資料が不十分

成要素（多年準備の各段階，マクロサイクル，各期な

であるということではなく，理論的知識を形成するこ

ど）
，総合的な管理運営システム，試合活動などと

とに表面的に対応してきたことの結果として生じたも

いったスポーツトレーニングのすべての特徴が多分に

のである．現代的なアスリートの準備システムの構築

定まってくる．トレーニングプロセスと試合活動にお

のためには，アスリートの準備について科学的・方法

いて，「最高のパフォーマンスへの志向性」がある

論的基礎が拡大し，トップスポーツ界において組織的

と，アスリートはそれまでに到達した能力をさらに打

な変化が生じたこと，また先端的なスポーツ実践によ

ち破ろうとする．最高のパフォーマンスをめざすとい

り，スポーツトレーニングの専門的諸原則を常に刷新

う法則性に基づいて合理的に計画されたトレーニング

していくこと，すなわち既存のものを確認するととも

プロセスと，競技力を計画的に向上させることを行わ

に新しいものを開発させてゆくことが求められる．確

ずに目先の目標を優先する強行的なトレーニングを行

固たる科学的根拠に基づいた，実際のスポーツ実践で

うこととは一線を課すことが重要となる． この原則

立証済みの重要な原則として以下のものがあげられ

によって，試合会場の機材や設備，諸条件，また，試

る．

合ルールはつねに改善され，それとともにスポーツ科
学は発展していくことになる．要するに，この原則に

1 ．最高のパフォーマンスへの志向性

よってトレーニングや試合の成果に大きくかかわる活

2 ．深化した専門性

動の方向性が決定され，実行される．

アスリートの準備システムにおける専門的諸原則

２．深化する専門性
現代のスポーツの法則性のひとつに，複数の競技，
ないしは同じ競技であっても，試合の構造的特性や選
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これが長距離（800 m, 1,500 m）となると，世界での実
績を見ても分かるように，うまく組み合わせることが
できるのは 400 m 自由形のみである．

手に要求される生理学的機能が著しく異なっている複

さまざまな泳法で良い結果を達成することは，多年

数の種目では，同時に好成績を上げることができない

準備の初期段階において，すべての泳ぎの技術につい

ことがあげられる．このため，1 種類または複数の類

て全面的に身につけることを基礎とした，一般的に広

似種目の要求に合致した競技力を確実に形成するよう

く認知されている多年準備の方法論にかかってくる．

な内容のトレーニングプロセスが必須であることに基

これは，自由形，背泳ぎ，バタフライ，個人メドレー

づいた，「深化する専門性」の原則が遵守されなくて

の各泳法において，その後順調に専門的トレーニング

はならない．

を行い試合活動につなげていくための，技術的，機能

この原則には，多年にわたる準備の初期段階，なか
でも「基本的準備段階」，とりわけ「基礎的準備段階」

的基盤を築くものによる．
このような例は他のスポーツ種目においてもみられ

から従うべきである．このことから，ジュニア選手の

る．たとえば，優れた陸上選手で，オリンピックで再

才能および資質を全面的に調査し，それ基づいてト

三優勝しているカール・ルイスは，短距離走でも走幅

レーニングプロセスの方向性を研究する必要が出てく

跳でも同等に好成績を達成している．

る．この原則を無視した場合，その選手は多大なト

1 つの競技種目で競技力の向上が見込まれなくなっ

レーニングの中で，必要以上の高い負荷に耐えること

たことにより，専門を転向し他の競技種目で成功を収

になり，結果として適合する競技種目において，個人

めるということも少なくない．たとえば，ロシアの自

の素晴らしい素質を潰しかねない．

転車選手ヴェチェスラフ・エキーモフは 1980 年代と

選手の競技力が高ければ高いほど，そのトレーニン

1990 年代の初頭にトラックレースで優れた成績を収

グプロセスでは選手個人の能力や当該の試合活動モデ

めた．彼は 1988 年にはオリンピック覇者となり，世

ルを達成する能力を最大限に引き出すことで「専門性

界選手権でも再三優勝している．その後彼は専門を

を深化する」という原則が最大化されなければならな

ロードレースに転向し，10 年以上もステージレースや

い．

ワンディレースで好成績を収め，オリンピックでも 2

「専門性の深化」という原則に基づいてアスリート

冠を果たしている（2000，2004 年）．専門を転向した

の準備が行われても，同一要素で勝敗が決定する複数

ことが多分に影響し，エキーモフの選手生命は長く

の種目で選手がキャリアを積むということは，多分に

なった．彼は 20 年以上も大規模な国際試合に出場し

可能である．たとえば，多くの競泳選手は 50 m と 100 m，

優れたパフォーマンスを達成したのち，40 歳で恒例

100 m と 200 m，200 m と 400 m，400 m と 1,500 m という

のツール・ド・フランスに出場して選手生活に幕を閉

ような種目の組み合わせで好成績をおさめている．ま

じた．また，アメリカの自転車選手ランス・アームス

た各距離で自由形とバタフライ，個人メドレーと自由

トロングは，当初競泳選手として競技生活をはじめ，

形，バタフライと背泳ぎなどと組み合わせることも頻

ジュニア大会で好成績を残した．12 歳で彼はトライア

繁に行われる．たとえば，ライアン・ロクテは背泳

スロンに転向し，2 回（18 歳，19 歳）全米チャンピオ

ぎ，個人メドレー，自由形で，ラースロー・シェーは

ンとなっている．10 年にわたり多面的な基礎的トレー

バタフライと個人メドレーで，そしてマイケル・フェ

ニングを積んできた彼は 20 歳になると，自転車競技

ルプスは自由形，バタフライ，個人メドレーで，オリ

へ転向し，ロードレースの世界選手権で 22 歳という

ンピックと世界選手権においていずれも同様の成績を

最年少での優勝を果たした．このときから，彼の 20

あげている．かつてはマーク・スピッツとミヒャエ

年にわたる自転車競技のキャリアが始まった．その中

ル・グロスが自由形とバタフライでどちらも好成績を

でも特筆すべきは，ツール・ド・フランスでの 7 冠で

打ち出した．しかしながら，平泳ぎと並行して他の泳

あろう．40 歳でアームストロングは自転車競技から離

法においても好成績を出したという例はみられない．

れ，再びトライアスロンに転向し，41 歳では複数の大

というのも，これらは泳ぎの技術的構造が他の泳法と

規模試合で優勝している．

基本的に異なるからである．また，50 m で素晴らしい

一部の種目では種目の特性上，次のような原則を用

成績を達成している多くの『真正』スプリンターは，

いることが前提となる．たとえば，個々の種目におい

100 m となるともうそれほどの結果は出せていない．

て専門性の高い体操競技では，多面的なトレーニング
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を行うことで，選手は個人総合に含まれるすべての種

の場合は，一般的トレーニングは主として個々の種目

目に出場することができるようになる．近代五種，陸

における専門的トレーニングでは十分にカバーできな

上競技の七種競技，十種競技，トライアスロンおよび

いような準備状態の要素を向上させるために用いられ

その他混成競技にも同様に，多面的な性質がみられ

る．世界レベルも含め，シニアのベテラン選手のト

る．しかしこれらの種目のいずれにおいても，多面的

レーニングでは，一般的トレーニングの役割は縮小し

な専門的トレーニングは，ある特定の種目における高

ないばかりか，そのトレーニングの内容は常に拡大さ

度な専門性と結びついていく．たとえば，個人総合で

れている現状にある．このような方法は，生物学的メ

好成績を収めてきた優れた体操選手たちはほぼいずれ

カニズムや適応の法則性，そしてさまざまなトレーニ

も，ある種のアンバランスがみられた．つまり彼らに

ングによるトレーニング効果の『転移』現象の顕著な

は，素晴らしいパフォーマンスを達成することができ

出現の可能性という点について実証されている，膨大

る種目があり，そのために苦手な種目があったとして

な科学的データに基づいたものである（9,20,35）
．多

もカバーできるという事実である．

年にわたる準備のどの段階にあるかに関わらず，一般

同様に，球技においても選手のある一定の万能さ

的トレーニングと専門的トレーニングは有機的に結び

に，その選手の特徴的な資質が大きな影響を与えると

付くことによって，完全なトレーニングプロセスがで

いう状況がみられる．ボクシングやその他格闘技を専

きあがる．そしてそのプロセスの内容は，その種目の

門とするトップアスリートの多くの準備状態でもこの

特性やアスリートの個性，多年準備のどの段階にある

ようなアンバランスさが顕著にみられる．準備状態や

か，またはトレーニングプロセスのどの期にあるかに

試合活動のその他の要素はまだまだの水準にとどまっ

よって決定される．このプロセスにおいて一般的ト

ているのに，一部要素は完璧であることによって，長

レーニングは，効果的な専門的トレーニングに欠かせ

所でありかつ弱点である点を効果的にカバーすること

ない基盤を直接的及び間接的に造り出す．これは，一

を目指した，技術・戦術上の前提となる戦略図式が構

般的（土台，基礎）トレーニングと専門的トレーニン

成されている．

グの一体性という原則の上に成り立っている．

このように，どの種目にもこの原則が適応され得る

依然として，一般的トレーニングにしかるべき評価

という特性のひとつには，その選手が競技力のある構

が与えられていない事実に出会うことがある．これは

成要素に際立った才能を示している場合，それをさら

一般的トレーニングの内容と，一般的トレーニングが

に掘り下げていくことを目指していることにある．

専門的トレーニングの各側面と結びつくということを

個々の選手にとってどのような試合活動のモデルが最

正しく理解していないためであろう．たとえば，一般

も効果的であるかは，多くの場合非常に個別の性質を

的体力トレーニングが専門的トレーニングの効果との

帯びているが，最終的にはこのようなアプローチに

間に複雑な関連性を持っているということを念頭に置

よって，そうしたモデルの構造についても決定づける

かず，単に種目を問わないトレーニングと理解してし

ことになる．

まうと，少なくともシニアのトップアスリートに関し
ては目的にかなわないトレーニングになってしまう．

３．一般的（土台，基礎）および専門的トレーニング
の一体性

このような考え方は，一般的トレーニングと専門的ト
レーニングの一体性の本質に矛盾する（8, 9）
．

アスリートが技術的・戦術的・身体的・精神的な準
備状態のまとまりであるスポーツフォームを高いレベ

４．トレーニングプロセスの連続性

ルで到達させるためには，その種目の特性に見合った

競技力のさまざまな要素（技術的，身体的，戦術

一連の専門的準備や試合形式のトレーニングを幅広く

的，精神的）が形成されていく法則性に関連づけて，

取り入れることが必要である．しかし，だからといっ

アスリートの身体の生理学的機能を向上させるために

て一般的（土台，基礎）トレーニングやそれに相応する

は定期的なトレーニングが必要とされる．トレーニン

トレーニングの重要性が薄れるということは全くない．

グプロセスに少しでも中断を設けてしまうと，アス

多年にわたる準備の初期段階において，一般的ト

リートの準備状態の各要素にかなり急速な脱適応が進

レーニングはジュニアやユース選手が全面的かつ十分

んでしまう．したがって，トレーニングプロセスを途

に身体的能力を向上させることが可能となるようなも

絶えさせないということは，スポーツトレーニングの

のでなくてはならない．一方でシニアのベテラン選手

諸原則のひとつとして特筆する必要がある．

アスリートの準備システムにおける専門的諸原則

この原則では，以下の項目が特徴となる．

5

せるということを否定していないどころか，むしろそ

1）スポーツトレーニングは，最高のパフォーマンス

れを前提とさえしている．多年にわたる準備および年

達成を課題として，多年にわたりかつ年間を通し

間準備の各段階において，すべての要素を並行的に形

て絶え間なく行われるプロセスである．そして各

成させていけば，その時点において必要なある資質や

構成要素は，すべて相互に影響し合いながら連鎖

能力を，それに見合ったトレーニング手段を集中的に

している．

用いて優先的に向上させることができる．このような

2）トレーニング課業，ミクロサイクル，メゾサイク

方法で，多面的な準備状態を確保し，それと同時に競

ル，各期など，トレーニングプロセスの各構成要

技力の個々の構成要素を形成するという点において，

素は単に連続しているだけではなく，先行する部

選手は効果的な適応のための必要条件を確立すること

分で得られたトレーニング効果を有効に活用しな

ができる（17, 18）
．

がら発展させていく．

この原則を実行する場合，先にかけた負荷による適

3）トレーニングにおいて負荷と回復は，その選手の

応の残存状態の上に，より高い強度と専門的な方向性

競技力のレベルを決定づける質や能力の最適な発

のトレーニングを上乗せし，層が形成されることとな

達を保障しつつ，準備状態の各要素で脱適応が進

る．要するに先にかけた負荷は，その先，選手の長期

行しないよう調整されなくてはならない．

的な適応反応を伸ばしていくために，アスリートの身

一部の専門家たちは，トップアスリートのトレーニ

体により効果的かつ計画的な作用をおよぼすための基

ングプロセスについて，さまざまな動きの質や競技力

盤を形成することになる．それらの負荷は逐次的に交

の各構成要素を並行的に向上させるのではなく，逐次

替されていくことになるが，このような負荷の交替に

的に向上させる方式をとらなくてはならないと述べて

ついては，ある負荷を集中的に用いていた状態から他

いる．しかしこの方法は，選手の競技力の個々の要素

の負荷を集中的に用いるために徐々に移行するプロセ

に関するトレーニングプロセスを途絶えさせないとい

スとしてとらえることと，あるトレーニング段階にお

う原則に矛盾することとなる．

いて，競技力を形成するという理論から見て客観的に

マトヴェイエフ（L. P. Matveyev）は，競技力の様々

不可欠である具体的な手段・方法を集中的に用いるこ

な要素を並行的に向上させるか，または逐次的に向上

との二つの視点から合理性に立脚することが重要であ

させるのが妥当であるのかという問題提起について，

る．

本質的にも形式的にも正しくないことを指摘してい
る．「トレーニングを途絶えさせないという原則は，
スポーツトレーニングの基本的側面全てに対して当然

５．負荷を漸進的に高め，最大負荷へ向かわせるプロ
セスの一体性

のことであり，この点において，トレーニングの主要

トレーニング効果による適応が生じ，競技力の様々

な内容はすべて同時に展開されるといえる．しかし，

な構成要素が法則性に基づいて形成されていくには，

それと同時に各トレーニングにおけるさまざまな要素

トレーニングの各段階において，アスリートの身体に

や方法，各面の比率（その時その時に，トレーニング

対し自己の機能的可能性の限界に近い負荷が要求され

のある面にどのような比重が置かれているかも含め

ることが前提とされる．これは適応プロセスを効果的

て）は，逐次的に変化していく．したがって，ここで

に進めるための切り札的な意義があり，この原則を遵

は『並行的』か『並行的でない』かという点は重要で

守することの重要性を示している．

なく，そのような思考はトレーニングをむしろ誤った
方向性へと進めてしまうもととなる（9）
．
」
アスリートの競技力を構成する各種要素は逐次的に
向上させていくべきだという考えに則った方法は，競
技力形成の基本的原則を冒すものとして，専門文献に

アスリートの多年にわたるトレーニングプロセスで
負荷を増大させるに当たっては，次の方向性が特筆さ
れる．
1）年間トレーニング総量を 100〜200 時間から 1300
〜1500 時間まで引き上げる．

おいて再三指摘されている（1, 4, 9, 14, 19, 25）．しか

2） 1 週間のミクロサイクルでのトレーニングエクサ

し，トレーニングを途絶えさせないという原則は，ト

サイズの数を，2, 3 種類から 10〜15 種類に引き上

レーニングプロセスの各時点において競技力の各構成

げる．

要素を形成させていく法則性に基づきながら，様々な
方向性のトレーニング内容やその方法の比率を変化さ

3） 1 日のトレーニングエクササイズの数を 1 種類か
ら 2 〜 3 種類に引き上げる．
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4） 1 週間のミクロサイクルでの負荷の高いエクササ
イズの数を，4, 5 種類まで引き上げる．
5）身体のしかるべき機能的能力を本格的に開発する
ようなエクササイズの量を増加させる．

のの，多年にわたる準備の最初の三つの段階にある
ユース選手にとっては，多年準備の法則性を乱し，ト
レーニングの強行につながるばかりか健康面でも危険
なものとなるため絶対に用いてはならない．また，ス

6）有酸素性エネルギー供給系の高い能力を要求する

ピード筋力系種目および採点種目の選手のトレーニン

「過酷」な環境下でのエクササイズの量が全体量

グに，この原則を使用することは結果に影を落とす．

に占める割合を増加する．

また，柔軟性を養うような場合においても，ストレッ

7）身体の潜在的機能を補足的に引き出すために，さ

チによって痛みの感覚が生じ，それを克服することで

まざまな技術的方法や自然環境の要素を取り入れ

効果が上がるという誤った原則を信奉している多くの

る（専門のトレーニングマシンの使用や低酸素状

コーチがいる．

態でのトレーニングなど）．

多年にわたるトレーニングプロセスにおいては，負

8）試合活動の量を増加させる．

荷が飛躍的に高められることが頻繁にみられる．この

9）トレーニング活動の遂行能力を高めるため，また

ような場合，その年のトレーニング総量はそれまでの

その後の回復プロセスを早めるために，補足的な

1.5〜 2 倍に，1 週間のミクロサイクルにおけるエクサ

要素（理学療法的，心理学的，薬理学的）を徐々

サイズ数は 5 〜 6 種類から 9 〜12 種類かそれ以上へと

に拡大しつつ取り入れていく．

引き上げられ，負荷の高いエクササイズが増加し高地

以上の手段を用いることで，競技力を計画的に向上

での合宿などを行うような年次であるはずである．こ

させ最適な年齢段階において最も高い成果を上げるこ

のような負荷の引き上げは，通常，7 〜 9 年にわたっ

とが可能になる．ジュニア・ユース選手を育成する

て計画的にかつ多面的なトレーニングを行ったうえ

際，高いトレーニング負荷をかけたり，専門的準備の

で，最高のパフォーマンスを発揮しうるに最も適した

エクササイズを行ったり，回復プロセスを早める方策

年齢段階に選手がかかる際に，大試合に向けてトレー

をとることなどに躍起になっていると，選手の身体の

ニングをするための身体の適応潜在力を完全に引き出

適応潜在力は比較的早期に枯渇してしまい，極めて重

すために取り入れられる．一気に負荷を高めるという

要な機能システムが疲弊し，過緊張状態が日常化して

方法は，かつて東ドイツで用いられてきたが，現在で

しまう．

は中国で幅広く浸透しているほか，近年ではアメリ

著名なアメリカの水泳コーチであるジェイムス・カ
ウンシルマン（James Counsilman）は，一つの概念的

カ，オーストラリア，イギリスなどといった国々でも
一般的に実施されている．

原則として，アスリートが苦痛を体験し，それを克服

このような負荷の変動は，負荷を徐々に高めていく

することで自己のトレーニングプロセスを構築すると

という要求に相反するものではなく，最大負荷に向

いう条件作りが不可欠であると提唱した．この原則に

かっていくという手法のわかりやすい例である．しか

カウンシルマンは，「pain - strong pain - agony」
（痛み

し良い効果が得られるのは，それに先駆けて行われた

― 激痛 ― 苦悶）という派手なタイトルをつけ，持久

トレーニングによって飛躍的な成長があった場合に限

力の発揮が必要とされる種目のコーチに多数の支持を

られ，それは「最高のパフォーマンスに向けた準備段

得た．これを実際に行った場合，確かにトレーニング

階」の終了ないし「個人の能力を最大限発揮する段

プロセスにおいてアスリートの遂行能力は向上するし

階」と時期が重なる．このような高い負荷を多年にわ

機能的潜在力も一層深く引き出せるほか，持久力を向

たる準備のより早い段階で組み込んでしまうのは，強

上させるための適応反応を促進することができる．ま

行的なトレーニングと理解すべきであり，そのアス

た，アスリートの心理面も立て直される．つまり，ア

リートが最大限の成果を上げる将来性を奪い取ってし

スリートは痛みの感覚に徐々に慣れ，体験する苦しさ

まう可能性が高い．

は成功するために欠かせないものとして認識されるよ

スポーツトレーニングでは，最大（高い，または限

うになる．過酷な疲労に伴う痛みに対する免疫ができ

界の）負荷をかけようとする傾向が強いが，トレーニ

ていくのである．

ングプロセスの時期的な問題（ 1 日のトレーニング，

しかしながらこの原則は，
「最高のパフォーマンス

ミクロサイクル，メゾサイクル，期など）にかかわら

に向けた準備段階」ないし「個人の能力を最大限発揮

ず，「最大負荷」という概念にどのような内容が盛り

する段階」にあるアスリートには適応可能ではあるも

込まれるかという明確な理解が必要となる．方法論的

アスリートの準備システムにおける専門的諸原則

に立証されているのは，最大負荷とは「……選手の機

7

（エクササイズ数や時間数，走行距離などのトレーニ

能的能力を最大限引き出すが，その適応能力の限界を

ング量）に現れる．しかし，これらのパラメータから

超えるものではない．最大負荷の特徴とは，負荷をか

ひとたびはなれて，トレーニングプロセスの内容を深

けた後，選手の身体的状態が正常に機能する妨げにな

く分析してみると，トレーニングプロセスの構成要素

らず，その後その選手の活力が向上していくための強

に波型がみられるのは明らかである．波型の原則は，

力な刺激要素となることにある．（10）」ということだ

マクロサイクルにおけるトレーニングの量と強度の変

けである．

動にしばしばみられる．トレーニングの量と強度は対

適応反応を形成するために極めて重要な刺激として

極にあり，トレーニングの量が多いと（例：準備期の

最大負荷をかけようとするあまり，トレーニング負荷

第 1 段階）強度は比較的低い．専門的トレーニングの

を徐々に高めていく必要性をおざなりにしてはいけな

割合が増えるにしたがって負荷強度が高まると，それ

い．徐々に負荷を増大させていくことによってこそ，

に伴ってトレーニング量が減少することは避けられな

適応プロセスを極めて刺激する最大負荷を用いるため

い．このようなシンプルな方法は，1950〜1970 年代

の基盤が出来上がるのであり，過労や可適応につなが

の研究で紹介されているが，これはマクロサイクルの

るような，極限を超えるものであってはならない．ト

各時期における一般的および専門的トレーニングの内

レーニングの段階ごとに合理的に計算された最大負荷

容的比率の典型的傾向をある程度反映している．残念

によって，アスリートの身体はより高いレベルまで機

ながら，近年出版されている指導書等の圧倒的多数で

能的能力が引き上げられ，増大された負荷を用いるた

は，マクロサイクルの各時期におけるトレーニングプ

めの前提がつくられることになる．この中に，
「負荷

ロセスの内容は非常に稚拙なレベルで扱われており，

を漸進的に高め，最大に向かわせるプロセスの一体

トレーニングの量と強度の比率と，波型の原則の可能

性」という原則の本質が明確に表れている．

性におよぶ現代の概念に明らかに合致していない．

６．トレーニング負荷の波状的変動

と，トレーニング量（時間数）はマクロサイクルの

トップアスリートのトレーニングの現状からいう
年間サイクルからミクロサイクルまで，さまざまな

様々な時期において比較的安定している．トレーニン

区切りのトレーニングプロセスにおいて，どれくらい

グ強度にも，さほど明確な波型は見られない．多くの

の量で，どのような方向性で負荷をかけていくかを波

種目（例：漕艇，水泳，スピードスケート）におい

型に調整することは，スポーツトレーニングのピリオ

て，基礎的トレーニング中は，強度は比較的高くない

ダイゼーションにおける重要な原則となる．この原則

が，有酸素系の能力を高めるためのトレーニング時間

を用いることにより，トレーニングを大量に行うこと

が多い．それとともに，筋力系およびスピード筋力系

が可能となり，過労を予防，また疲労・回復とトレー

のエクササイズをかなりの量と高い強度で実施し，次

ニングの遅延効果が現れてゆくプロセスが有機的に結

に続く専門的トレーニングを行うための土台作りがな

びつく．そして動きの質が向上し，その選手の準備状

される．その後の専門的トレーニングでは，スピード

態の各側面が形成され，トレーニング負荷と効果的な

系と専門的持久力を向上させるエクササイズが高い強

回復を促す主要素の間のバランスを保つほか，適応反

度で実施されるが，その際回復機能をもつ有酸素系ト

応を前進させ，オーバートレーニングを防ぐことがで

レーニングを用いることにより，全体としてのトレー

きる（31, 34）．

ニングの総時間が減少することはない．

そもそも「ピリオダイゼーション」という概念自体

波型の原則は，さまざまな方向性の負荷の相互作

が，トレーニングの量にしても方向性にしても，負荷

用，疲労と回復のプロセスの特性，累積トレーニング

が波型を描くことを前提としていると，専門家たちが

効果，トレーニングの遅延効果，さまざまな目的のト

指摘するのも最もであろう（22, 27, 28）
．マクロサイ

レーニングエクササイズの連続的な実施，トレーニン

クル内での均等な負荷変動は，トレーニングプロセス

グ効果のプラスの転移・マイナスの転移，など多数の

の内容のうち，最もシンプルな量的パラメータ（ 1 日

法則性に基づくものである．

に充てるトレーニング時間数や，ミクロサイクルでの

このように波型の原則とは，つぎのような競技力を

エクササイズ数）にみられる．また，多年準備の最初

向上させるプロセスの効率を決定づける多数の法則性

の 4 段階では年間を通して計画的に負荷を増加してい

を実行する手段である．

くが，その変動は同じくシンプルな量的パラメータ

1）アスリートの身体は，トレーニングエクササイズ
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に反応し急速な適応を引き起こし，それによって

きさの変動や，回復的性質のプログラムを伴ったト

疲労―回復のプロセスが展開される．このような

レーニング負荷と試合負荷の組み合わせによって決定

前提のもとに，個々のトレーニング課業およびミ

される．一方，パフォーマンスを決定づける要素の数

クロサイクルのプログラムを遂行する際，負荷が

がはるかに多い種目では（複合競技，混成競技，格闘

波型に変動するのである．

技，球技，循環系種目など，すべてのエネルギー供給

2）複数のミクロサイクルから構成されるメゾサイク

系の能力を必要とするのも）
，負荷の波型もはるかに

ルでは，各ミクロサイクルでの負荷による即時

幅広く現れる．これは，準備状態の各側面に関連する

的，累積的な作用，あるいはさまざまな方向性の

多数の諸要素が形成されることに対して，優先的に作

負荷による相互作用，そしてトレーニングの遅延

用が及ぼされる側面があるためである．

効果などを基盤とし波型の負荷変動となる．

負荷の変動は，スポーツトレーニングの課題が多様

3）年間トレーニング，マクロサイクル，期，段階で

であることや，トレーニングプロセスの各時期におい

の負荷に波型の変動がみられるのは，アスリート

て選手の課題遂行能力や回復プロセスを管理する必要

の準備状態の各側面を連続的に形成させ，試合へ

性があることに起因する．スポーツトレーニングで

向けて準備状態を造り上げ，試合出場時には最高

は，選手の身体に様々な方向性の作用を促す方法や手

の準備状態へと引き上げるといった，長期的な適

段が幅広く講じられるため，トレーニングエクササイ

応・脱適応・再適応のプロセスを展開させること

ズ，トレーニング課業，ミクロサイクル，メゾサイク

による．

ル，期において，さまざまな大きさの負荷が課せられ

負荷がはっきりとした波型を描くのは，多年にわた

ることとなる．このようにして，トレーニングプロセ

る準備のすべての段階においてではなく，トレーニン

スでの負荷変動が決定づけられるのである．各エクサ

グ負荷が高く，したがって疲労も高く，相応に長い回

サイズ，トレーニング課業，ミクロサイクルのプログ

復期を要し，トレーニングの遅延効果が生じるととも

ラムというように，トレーニングプロセスが進行して

に，過労のリスクを含むような段階においてのみであ

いくに従い課題遂行能力が高められ，トレーニング総

るということを指摘したい．こうした条件下では，ト

量が引きあげられる．それとともに，回復プロセスが

レーニングプロセスの各構成部分においてトレーニン

一体となって過労や過緊張を予防するなど，パフォー

グ負荷の大きさや優先的な目的が変動することによ

マンスやその決め手となる全面的な質の向上が確保さ

り，適応反応を促進させる要素や，休息・回復を目的

れるのである．この原則は，トレーニングのマクロサ

とする要素が相互に作用するため，明確な波型が現れ

イクルの枠内において，競技力や多くの身体能力の各

ることは当然である．このような現象は，多年にわた

側面を合理的かつ計画的に形成するという点でも大い

る準備の第 3 段階，すなわち「専門的基礎準備段階」

に意義がある．たとえば，技術を向上させるプロセス

からみられ，「最高のパフォーマンスに向けての準備

を合理的に構築するには，運動の習熟と身体的性質と

段階」および「個人の能力を最大限発揮する段階」で

の間の複雑な相互関係を念頭に置かなくてはならな

起こり得る．初期の 2 段階（
「開始段階」と「予備的

い．身体的準備状態が高まれば，それと並行して運動

基礎準備段階」
）では，最大限の負荷をかけるという

を習熟させていき，動きの質をしかるべき水準へ到達

こととは無関係な，計画的かつ総合的な技術的・身体

させることが必要となってくる．

機能的トレーニングが見込まれているため，通常，波

この点について年間トレーニングのピリオダイゼー

型の変動は見られない．しかし，エクササイズのプロ

ションのいわゆる「ブロックシステム」を提唱する研

グラムの主な目的が若干変動したり，試合を控えて負

究者たちは，これらの問題はトレーニングブロックの

荷を多少低減させたり，あるいは方向性が変化するこ

抜本的に多様な方向性によって解決することができる

とによって波型の変動が現れることはある．

としている（2, 3, 6）
．それは技術トレーニングは専門

種目の特性により，波型の負荷変動は異なる．特

的身体トレーニングで動きの質が十分に高い水準に達

に，スピード筋力系種目（ウエイトリフティング，陸

したのちにおこなわれるべきであるという考えであ

上競技の跳躍・投てきなど）や，陸上競技の長距離種

る．しかし，我々がみるところでは，これは専門的身

目，スキー競技などでは，準備状態のレベルを決定づ

体トレーニングについても，そして技術トレーニング

ける要素が比較的限定されている．そのためこれらの

についても根本的に誤ったアプローチである．という

種目においては，波型は主に，トレーニング負荷の大

のも，専門的身体トレーニングを技術的な向上プロセ

アスリートの準備システムにおける専門的諸原則
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スと切り離したら，専門的な動きの質を向上させるプ

は，個々のエクササイズ，トレーニング課業，ミクロ

ロセスをいかにして合理的に構築し得るか不可解だか

サイクル，メゾサイクル，期，マクロサイクルなどが

らだ．プリスク（S. Plisk）とストーン（M.Snone）は，

システマティックに反復される中にみられる．

各ブロックにおいて逐次的トレーニングの方向性を変

トレーニングプロセスの循環性は，競技力が形成さ

えつつ，最大限の負荷をかけるという戦略を推奨して

れる法則性はもとより，1 年，2 年および 4 年サイク

いる（30）．まず筋力を発達させるトレーニングブ

ルの枠内で比較的安定して反復される試合システムに

ロック，次にスピード筋力系能力を高めるブロックが

よっても生じてくる．特定の方向性のトレーニングを

盛り込まれているが，これは実に珍妙な推奨である．

行った結果，適応反応が進行するのを反映する法則

というのも，スピード系や調整力系の各種トレーニン

性，トレーニングプロセスの優先的目的における客観

グによる補強も行わずに，ハードな筋力トレーニング

的な連続性，負荷と疲労回復，また負荷とその累積作

を一面的に実施しても，アスリートのスピード系能力

用およびトレーニングの遅延効果のつながりによっ

の水準に深刻な打撃を与え，スピード筋力系，調整

て，トレーニングプロセスが循環構造を持ち，その中

系，技術系の各準備状態の間の相互関係を崩すだけで

でミクロサイクル，メゾサイクル，段階，期，マクロ

あることは周知の事実だからだ．合理的に技術を向上

サイクル，年間サイクル，4 年サイクルなどといった

させるプロセスとは，競技力の各側面が順を追って形

各種期分けがなされる必要性が生じる．

成され，それぞれの動きの質が逐次的に向上するプロ

1 年，2 年，ないし 4 年という時間の中で各種レベ

セスをたどるのではなく，身体的能力の向上と運動が

ルの試合が循環的に，そしてかなり安定的に反復され

習熟していくプロセスが有機的に相互に働き合う中

ることから，それに応じた長さのサイクルの中で準備

で，身体上および技術上の改善策に幅を持たせるとい

を行い，その中で競技力を計画的に向上させ，主要な

う基盤のもとにすすめられなくてはならない．マト

試合において最高のパフォーマンスに到達させる．こ

ヴェイエフが指摘しているように，準備期の第 1 段階

れら試合の期日は，トレーニングプロセスの構造化に

では，運動の習熟は主にその種目の特性によって要求

向けた出発点に過ぎない．トレーニングプロセスの各

される幅広い技能や能力を形成することを通して向上

構成要素（マクロサイクル，メゾサイクル，期，段

されるべきである（7, 10）
．アスリートが身につけた

階）についての期分けや内容は，最高の競技力を形成

専 門 的 な 運 動 の習熟度が高いほど，動きの新 た な

するうえでの法則性を基に，主要試合に向けて合理的

フォームを習得するうえで，また，それまでに定着し

に構築されたトレーニングをしなければならない中

ていたフォームをより完全にするうえでの良い下地が

で，よりステイタスの低い多数の試合に出場しなけれ

できるといえる．準備期の第 1 段階で，さまざまな技

ばならないという状況における妥協点によって決定さ

術的エクササイズを行った結果蓄積された動きのスキ

れる．近年の実績や科学的研究のデータによると，陸

ルと身体的能力が豊富に蓄えられていれば，準備期の

上競技，漕艇，競泳，各種格闘技その他の種目におい

第 2 段階と試合期において，専門的技術を向上させる

て，トップアスリートの主要試合（世界選手権，オリ

プロセスはより容易なものとなって加速的に進むし，

ンピック）に向けた年間トレーニングの合理的構造

目指す技術と動きの質との間の有機的な相互関係を確

は，さまざまなサイクルが連続し，有機的に作用する

実なものとする．

ことを基盤としたうえで，合計日数が 20〜30 日を超

このような方法であれば，トレーニングプロセスの

えない 6 〜 8 試合（最高で 10〜12 試合）への出場にと

さまざまな時期において，特定の動きの技能レベル

どめるという条件で実現し得る．この場合，競技力は

や，技術・戦術的要素を形成させるための適応反応を

年間の主要試合において最高のパフォーマンスを達成

選択的に促進させる目的で，特定の方向性のエクササ

することに向けて法則性を持って形成されるため，か

イズの割合を増やすことも可能となる．しかしなが

なり効果的な試合活動をもたらしうる．一方，試合活

ら，このような変動は，アスリートの準備のさまざま

動を過剰に拡大しようとすると，主要な試合に向けた

な要素間の法則性を乱すような限界を超えるようなも

準備の構造や内容に支障をきたすことは避けられず，

のであってはならない．

結果として主要試合において最高のパフォーマンスを
達成する確率は低下する．この点については，トップ

７．トレーニングプロセスの循環性
スポーツトレーニングのプロセスにおける循環性

スポーツにおける現状がよい見本となっている．例を
挙げると，1980 年代の終盤から 1990 年代にかけて，
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陸上競技は集中的かつ無秩序にプロ化，商業化が進

くの種目の実績から示されており，年間トレーニング

み，各種商業ベースの試合カレンダーが拡大したが，

プロセスを合理的に構築し，それを試合システムと有

その結果陸上競技のアスリートの試合活動は時として

機的に結びつけることができるものである．

2 倍にも急増し，年間に出場する試合数は 20〜25 な
いしはそれ以上にも及んだ（図 1 ）
．

循環性の原則から導き出される，トレーニングを構
築する際の主な方策は以下の通りである．

時とともに，過剰な試合活動はトレーニングの質や

1）トレーニングの構成要素を系統的に反復し，それ

競技力のレベルに影を落とすことが明らかとなった．

らの内容をトレーニングプロセスの法則性に従っ

そうした選手が，世界選手権やオリンピックなど最も

て同時に変化させていく必要性がある．

権威ある試合においてベスト記録を出す確率は激減

2）各トレーニングプロセスの内容については，どの

し，世界記録が出ることが極めてまれになった．この

構成要素においても，他の構成部分との関係性を

ような状況を憂慮した国際陸上競技連盟（IAAF）は，

念頭に置き検討しなくてはならない．

まず商業試合のシステムを整備し，それらのうち主な

3）法則的に連続するトレーニングの各段階，期の要

試合に高いランキングを付け商業的魅力や人気を保証

求に応じてトレーニング方法，負荷の性質と大き

した．その一方で，世界選手権やとりわけオリンピッ

さを決定し，トレーニングサイクル構造内で適切

クで成功する意義も急激に引き上げた．アスリートも

な箇所に配置する（10）
．

コーチも，システム化されていないやみくもなトレー
ニングや多数の試合出場，それもしばしば 3 〜 5 日程

８．試合活動と準備状態の構造の一体化と相互連関

度しか間隔をあけず，長いフライトを経てそれら試合

この原則の根底にあるのは，試合活動およびトレー

に出場するのは，戦績を落とすだけでなく，故障の確

ニングの構造，そして，それらが相互に関係し一体化

率を高め，トップレベルで出場できる選手生命を縮め

することを反映する法則性である．

ることを確信するに至った．その結果，近年ではトッ

トレーニングプロセスを合理的に構築するには，効

プアスリートたちが出場する試合数は著しく減少し，

果的に競技が進められるような最適な試合活動構造を

最適とされる 10〜15 試合，合計日数 30 日以内に近づ

形成し，選択したモデルに到達するよう厳格な方向付

いている．この数字は陸上競技のみならず，その他多

けを行うことが前提とされる．これは，効果的な試合

⏨Ꮚ
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ࣁ࣐࣮ࣥᢞ
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図１

陸上競技における各種目の世界トップアスリートの試合数（Kozlova, 2012）
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活動を定義づける要素や，試合活動と準備状態との相

同様に各マクロサイクルでも，試合活動と準備状態

互関係を深く理解することができて初めて可能とな

の構造が一体となり，相互に結びつく．そのサイクル

る．そのため，試合活動および準備状態の諸要素間の

の初めに向上するさまざまな資質や能力は，その後に

従属関係を明確にする必要がある．

控えた試合活動の要求と結びついて漸進的に専門性が

1）選手の準備状態の統合的指標としての試合活動．

増していく専門的トレーニングを効果的に行うため

2）試合活動の主要な要素（スタート，各地点におけ

に，不可欠な前提条件となる．試合活動のさまざまな

る速度，ゴール―循環種目，極めて重要な技術・

要素をシミュレーションすることを基本とした統合的

戦術的要素−球技，格闘技，採点競技）
．

な準備や，選択した試合活動モデルの各パラメータを

3）試合活動の主要な要素を遂行する際の，選手の活
動の効率を決定づける統合的能力．

計画的に達成するという課題をかかげた積極的な試合
実践の役割が拡大している．

4）スピード筋力系能力，専門的持久力．
5）統合的能力の発達レベルを規定する主な機能的
データ（例：専門的持久力の場合，エネルギー供

９．トレーニングプロセスと試合活動はトレーニング
以外の要素とともに一体化し相互に関係する

給系の能力の強さとキャパシティ，いかに効率よ

現代スポーツにおいて，高いパフォーマンスを収め

く動けるか，主な機能系が稼働する際の安定性と

るかどうかは，多分にトレーニング以外ないしは試合

機動性）．

以外の要素によって決まってくる．これには多くの原

6）主 な 機 能 的 能 力 の 水 準 を 決 定 す る 各 種 デ ー タ

因がからんでいる．第 1 に，年伝統的なトレーニング

（例：最大酸素摂取量は，エネルギー供給の有酸

手法を用いたうえで行うトレーニングプロセスの効果

素性システムの能力の強さを示す集約的データ）
．

に向上するための伸びしろが少なくなっている．これ

このような方法は，管理プロセスを整備し，試合活

は至極当然のことだ．というのも，アスリートのト

動の構造とそれに応じた準備状態の構造を，アスリー

レ ー ニ ン グ の 理 論・ 方 法 論 や そ の 他 多 く の 隣 接 科

トの機能的能力を規定する方法や，ある特定のモデル

学（キネシオロジ―，スポーツ形態学，生理学，生化

のデータ，準備状態や試合活動の構成要素を改善する

学，スポーツ医学，スポーツ心理学など）において多

ための方策などと密接に結び付けるものである

数かつ大規模な研究が行われ，その結果が実際に導入

（29）．この原則を実施するうえで重要なことは，試合

されているため，技術・戦術を磨いたり，アスリート

活動に向けたトレーニングプロセスの中で，試合活動

の身体的および精神的準備状態のレベルを引き上げた

に先がけてシミュレーションすることである．これは

り，またトレーニングプロセスの構造上の各種要素を

計算上のモデルを頭の中で予見するだけではなく，後

より効果的に構築することによってパフォーマンスを

に控えた試合活動の予想される結果を，まずは試合活

向上させる可能性は狭まる一方だからである．

動の一部要素と関連する専門的トレーニングを通し

第 2 に，ここ 10 年間で外的要因によってパフォーマ

て，またそれに続いて，完全な形式で再現する実際の

ンスを向上させるという傾向が強まっている（スポー

シミュレーションをも含む（10）
．

ツ設備および用具，ユニフォーム，トレーニングおよ

この原則は，トレーニングプロセスの優先すべき方

び試合活動の効果を高めるための許可ないし禁止され

向性や，競技力の各種構成要素の形成を促す方策の比

た措置，高地・山地でのトレーニング，トレーニング

率を決定づける．多年にわたる準備の早期段階で，す

マシンや診断装置）．

でに内容はその種目において効果的な試合活動を行う

そして第 3 に，スポーツが急速に商業色・政治色を

ために欠かせない前提条件を作ることに主眼を置いて

帯びてきているため，アスリートのトレーニングおよ

いる．「専門的基礎段階」とその後に続くすべての段

び試合活動に科学技術の最新の成果が導入されるよう

階において，専門的準備に向けたエクササイズ，とり

になってきている．これは，各国の政治家たちがス

わけ試合活動の特性に最大限近づけたエクササイズの

ポーツの発展に並々ならぬ関心を寄せていることや，

量は増加の一途をたどっていく．効果的な試合活動を

大手企業がスポーツ用品の生産拡大を狙っているだけ

行う典型的な条件下で，成功を確実にする多くの要素

でなく，自社の業績があるからこそトップスポーツ界

に選択的に磨きをかけると，アスリートの準備状態の

の発展や記録の向上があり，トップアスリートの技能

すべての要素を一体にまとめる統合的作用のあるト

があると考えていることによるものである．

レーニングと有機的に結びつく．

このように，スポーツトレーニングの新原則―「ト
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レーニングプロセスと試合活動はトレーニング以外の

て）という問題は，スポーツトレーニングの専門的原

要素とともに一体化し相互に関係する」―を導き出す

則の一つとして区分する必要性が出てきた．この原則

必要性は明白になってきている．この原則は，以下の

を守るには，この課題をクリアする必要性を念頭に入

施策によってパフォーマンスを向上させる可能性を示

れたうえでトレーニングや試合活動を構築することが

唆している．

前提となる．以下に挙げる点において，改善がなされ

1）アスリートの活力を回復・刺激する措置を講じ
る．
2）種目特性や，アスリートのトレーニングに合った
特別な食餌法を行う．
3）高地・山地でのトレーニングおよび低酸素室での
トレーニングの実施．
4）試合地に向かう長時間のフライトによる時差ぼけ
の克服．
5）スポーツ用具およびユニフォームの効果的な使
用．
6）高精度の判定・管理装置および効果的なトレーニ
ングマシンの使用．
現代スポーツにおけるパフォーマンスレベルは，伝

るべきであろう．
1）物質的・技術的，組織的に保証されたトレーニン
グおよび試合活動．
2）多年にわたる準備の構築．
3）年間準備の構築．
4）技術・戦術および身体的トレーニング方法を組織
的に正しく選択し実施する．
5）トレーニングの場所および試合地の天候・気候，
地理的条件を踏まえる．
6）トレーニング方法，トレーニングないし試合によ
る負荷を，各選手の機能的能力に一致させる．
7）食餌法，活力の回復・刺激法，適応反応の活性化
の方法

統的な手段による効果的なトレーニングをいかに行っ

8）トレーニングおよび試合による負荷の結果として

たかということ，そしてトレーニング以外の各種方法

の急性的，恒常的，長期的適応反応の進行度を定

をいかに複合的に行ったか，これら 2 点について同等

期的にチェックし，トレーニングプロセスを改善

のウエイトによって決まってくると確信的に言うこと

する

ができる．

上記のすべての項目おいて，スポーツによる故障や
病気のリスク因子を一層し，結果として選手の競技力

10．トレーニングプロセスとけがの予防との相互関係

は向上し，試合での良いパフォーマンスが保証される

身体的・精神的に大きな負担がかかるうえに，しば

とともに，選手生活を伸ばし，引退後の健康問題を解

しば複雑な天候・気候条件（暑さ，高地，山地）が加

消することにつながっていく．

わることから，現代スポーツとはきわめてけがを起こ

以上，ここに挙げた諸原則を基盤として，多年また

しやすい活動となった．スポーツによる故障や病気が

は年間準備のすべての段階におけるトレーニングプロ

生じると，トレーニングや試合活動の効果は著しく低

セスが構築されるのみならず，これら原則は，大衆ス

下し，多くの場合選手生活に影を落とすばかりか，最

ポーツ，プロスポーツ，トップスポーツの組織上およ

も優れたアスリートが引退に追い込まれることも珍し

びプログラムやルール上の基盤を発展させるものであ

くない上，場合によっては健康状態に深刻なダメージ

る．またこれら諸原則は，アスリートの準備という分

を与えかねない．この問題を追及してみると，スポー

野の科学研究において，将来性のある方向性を打ち出

ツにおける故障のリスク因子や原因の大半はトレーニ

し，研究から導き出された結果を解釈することを助

ングにあり，トレーニングプロセスが合理的に構築さ

け，そして総合的な知識システムに組み込み，実践的

れていない，過度な負担がかかっている，けがのリス

なアドバイスを導入するなど，その役割は大きい．

クがあるトレーニング方法がとられている，用具・設
備の品質が悪い，ドーピングが行われている，などと
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訳者あとがき
本論文は，3 月に開催された日本コーチング学会第 27 回大会において講演いただいた V. H. プラトーノフ氏によ
る，大会のテーマ「アスリートの準備の現代的システム」の理解を深めるための基盤となる，アスリートの準備の
「専門的諸原則」についてまとめたものである．
本稿の中でプラトーノフ氏は，アスリートの準備システム（トレーニング以外の要素も含めた広義の活動）にお
ける専門的諸原則は，適切なトレーニングプロセス構築のために必要不可欠であるにもかかわらず，現状では正し
い理解がなされていないことを指摘している．ここで述べられている専門的諸原則は，実際のトレーニング場面で
遭遇する具体的な状況に対して直接的に答えを提供するものではないが，アスリートの競技力向上のトレーニング
プロセスを，適切な方向へと進展させるために重要な役割を果たす思考の基本的枠組みであることが示されている．
本論文は，トレーニングをはじめアスリートの競技力向上のためのさまざまな活動について，再考する契機とな
るだろう．

