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ある“強くなりたい”、“上手になり

たい”、“コンディションを早くよく

したい”という、トレーニングとコ

ンディションに関するモチベーショ

ンをいかに引き出し、それをどうマ

ネジメントするか…、選手自身、そ

してチームにとっても、トレーナー

にとっても大きな課題です。

そこで、東芝ラグビー部では社会

人ならではの環境を有効に利用して、

「メールアドバイスシステム」とい

う競技者教育を実施して成果を上げ

ています。きっかけは選手からのト

レーニング、栄養、コンディション

に関する質問に答えるために作成し

行動と言葉には理由がある

選手が自立（自律）し、自分の身

体は自分で把握、管理するという自

己管理意識の高い競技者集団をつく

ることが、外傷・障害の予防、競技

パフォーマンスの向上だけでなく、

勝負の世界におけるチームづくり、

そしてゲームの勝敗に大きく影響を

及ぼす要因になると考えています。

「スポーツに真剣に取り組む選手た

ちは、食べることから休息に至るま

で、すべてにおいて考え、実行し、

最高の状態で戦えるように努力した

い気持ちを持っている」（文献 1）

はずです。そんな選手自身の内面に

た資料を、“選手、監督、コーチも

含めてみんなで共有したほうがい

い”そして“トレーナーの発信する

行動と言葉には、きちんとした深い

理由がある”ということを知っても

らいたかったからです。発信する内

容は多岐にわたり（表 1）、季節や

気候、選手の言動や行動、そしてト

レーナーから伝えたいことについて、

トレーニングとコンディションに関

することをトレーナー発でタイムリ

ーに情報発信するというシステムで

す。選手は会社業務上一人一台PC

を持ち、社内のLAN環境も整ってい

るため、メールでのやり取りが最も

確実に読んでもらえると考えました。

そして実際に多くのリアクションが

得られたのです。

たとえばクールダウンに必要なア

イスバス（氷風呂）を初めてチーム

に導入したとします。練習後にその

有効性を口頭で説明して半ば強制的

に実施し、実感してもらいます。い

いと感じればそのままでも続けるで

しょうが、翌日に詳しい実施方法、

必要な理由、どのようなメカニズム

でコンディションに役立つのかとい

うことをメールアドバイスでしっか

りと理解してもらうことで、それ以

降は、選手自身が疲労度によって実

施を判断し、さらにはトレーナーの

ようにアイスバスの実施を他の選手

に促したり、細かい理屈を説明しあ

ったりして積極的に実施してくれる

ようになります。

また、「水分のがぶ飲みはやめよ

う！…清涼飲料や炭酸飲料を飲まな

いほうがいい」と、ただ口頭で促し
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ても、練習中や直後など飲みたいと

きは当然あると思います。そこで、

「とくに夏場は食欲も下がりやすく、

水をがぶ飲みしてしまうと胃液が薄

くなり、あっさりした食事を好み、

必要な栄養素が取れない。そこに炭

酸飲料などを飲むと糖質でお腹も膨

れて、本来リカバリーに必要な食事

の量がさらに減ってしまう…」と、

メールアドバイスによってトレーナ

ーの発言の真意が伝わると、欲望に

負けそうになったときにも、飲む前

に内容を思い出して、「本当の疲労

回復のためにはここではやめておこ

う、これぐらいにしておこう」。さ

らにはゴールデンタイムを逃さない

ために、オリジナルのスペシャルド

リンクをつくって飲む選手も出てく

るなど、よりポジティブに進化した

判断と行動を選手自身ができるよう

になります。

表 1　過去 5年間のメールアドバイスのテーマ一覧表

疲労回復 

（日々のコンディションアップ） 

暑さ、夏バテ対策 

トレーニングの基礎（栄養） 

外傷障害に対する知識 

その他 

トレーニングの基礎 

（トレーニング） 

試合、練習に向けての 

コンディションアップ 

① 

② 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 

③ 

入浴の心得

セルフストレッチアイテム

疲労回復のために

ICEバス（氷風呂）

朝食について

プールセッション

サウナの心得

風邪を理解して賢く克服する

入浴を科学する

清涼飲料水･炭酸飲料のがぶ飲みがダメなワケ

夏バテの原因と対策

夏バテを防ぐ食事

ウォーターローディングの効果

水分補給と栄養一口メモ

ウォーミングアップ

試合前の食事。試合後の食事。

参考資料（トレーナーから宿泊先食事担当者へのリクエスト用紙）

フィットネステスト＆形態測定（目的とターゲット）

X Training Sessions

超回復と休息について

プレリハ＆弱点強化メニュー① 

ウエイトトレーニングの原則（ポジティブワークとネガティブワーク）

筋肉運動のメカニズム

プレリハ＆弱点強化メニュー② 

ウエイトトレーニングについての基礎学習① 

ウエイトトレーニングについての基礎学習②

コアトレーニング（スタビライゼーショントレーニング①）

コアトレーニング（スタビライゼーショントレーニング②）

ドーピング（サプリメント）

スタミナアップのための食事と考え方

パワーアップのための食事と考え方

サプリメントを使いこなす（タンパク質）

サプリメントを始める前に振り返るチャート

脳震盪

ケガをしたらファーストエイド･･･いつから温めるか

傷害から復帰まで

RICE処置

鍼治療とは

はじめに

（コラム）目標=前編

（コラム）目標=後編

（コラム）ポジティブとネガティブ 

週末の寝だめはダメ 

自律訓練法って 

たばこ 

お酒 

コンディションチェックシート 

インフルエンザ予防接種 

ストレッチング 

人間ドック 

（コラム）睡眠を考える 

 

 

 

試合当日のタイムスケジュール 

試合中の水分補給 

バイキング攻略法 

試合前のカフェイン、塩についての見解 

 

股関節周囲のプレリハブ 

筋肥大とホルモン 

パワートレーニング 

フィットネストレーニング 

コンタクトフィットネストレーニング 

トレーニングの年間計画 

テスト種目と意義 

ポジション別ターゲット 

ウエイトルーム使用上の注意 

 

 

バナナって 

食事もトレーニング 

サプリメントを使いこなす（クレアチン） 

サプリメントQ&Aそしてドーピングコントロール 

 

熱中症 

応急処置 

ぎっくり腰にならないために 

捻挫･打撲･肉離れの場合 

入院の心得 

理解の勘違い 

本当の目標を立てる 

意識することの功罪 

 

メールアドバイスのテーマ 内容のカテゴリー分類 分類番号 
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選手自身を最高のトレーナーにする

同じように、試合前日に宿泊する

ホテルの食事や、独身寮での食事に

ついても、なぜこのメニューを用意

しているのかという理由を選手たち

にメールアドバイスであらかじめ紹

介し、理解してもらっています。

「なぜこのおかずなのか」「なぜキム

チがあるのか」「なぜゴマがあるの

か」「なぜレーズンとナッツがある

のか」、だから自分はこれを選んで

食べるのだ！　自分には必要ない…

と、自分で判断して選択できるよう

になってもらいたいと思っています。

また一般的には「コーヒーは利尿

作用があるから試合前など飲みすぎ

はよくない」とされていますが、チ

ームでは試合前日の夕食にはコーヒ

ーを用意しています。すると「なぜ

コーヒーが出るのだろう、なぜ丸テ

ーブルなのだろう」と思いますよね。

コーヒーは量の問題なので、それを

わかったうえで、試合前夜にみんな

で円卓を囲んで食事をし、翌日の試

合についての話やいろいろな歓談を

してほしいし、そのためには食後の

コーヒーも必要じゃないかなと。そ

れをわかって飲む分にはマイナス部

分は打ち消されます。

このようにトレーニングやコンデ

ィションに関わることに関しては、

トレーナーがあらゆる角度から多く

を伝え、それをチーム全員で共有す

ることで、“自律できる大人のチー

ム”をつくることにつながるのでは

ないかと考えています。私の究極の

目標（本心）は、「全選手をトレー

ナーにする…自分（選手）自身を自

分のための最高のトレーナーにす

る」ことです。

強いチームをつくるより素晴らしい

チームをつくる

メールアドバイスについて、より

よい運用をするためにスタッフや選

手に対してアンケートをとったこと

があるのですが、いつでも見られる

ように専用のフォルダをつくって保

管している選手、プリントアウトし

て一冊のクリアファイルにまとめて

いるという選手が多かったです。ま

た、自宅に転送して読む選手もいれ

ば、自宅に持ち帰って奥さんにも読

んでもらうといった回答もありまし

た。既婚者にとっては、栄養面での

協力者は奥さんですから、そういっ

たことがわかると、今度は奥さんが

読むことを意識して、サンプルメニ

ューなどもつけるようになりました。

こうしたことで奥様方からのリクエ

ストで資料をつくることも増えまし

た。試合前に宿泊するホテルの食事

では、ビタミンB2の豊富なキムチ、

痙攣予防のためにゴマ、ナッツ類、

海苔などを各テーブルに置き、それ

らを意識的に摂る、といったことを

書いておくと、それが自宅の食事に

も反映されるようになったのです。

しばらくすると、あらゆる場面で

トレーナーがうるさく注意するよう

な事柄を選手間で話題にし、あたか

も自分の言葉のようにしっかりとし

た知識で自律できていない選手に選

手が指摘するという風景を日常的に

見るようになりました。東芝ラグビ

ー部の新しい文化が構築され、素晴

らしいチームになってきたことを実

感しています。本当によかったなと

思っています。

また、今シーズンはチーム内でイ

ンフルエンザに誰も感染していない

“感染者ゼロ”の状況を継続中です。

ガイドラインなどをつくってトレー

ナーからは機を見ていろいろとアド

バイスしていますが、最終的には自

己管理、自己責任です。実行してく

れるかどうかまで管理できませんが、

“ゼロ”という結果が証明してくれ

ていると思います。

このようなことの積み重ねが、自

律できる選手集団をつくり、選手の

コンディションを向上させ、結果と

してトレーナーの鍼灸マッサージや

物理療法、治療の回数を減少させ、

ケガそのものを減少させました。そ

してラグビートップリーグ発足7年

で 5回の優勝といった常勝チームが

できたのだと、みんなに感謝してい

ます（表 2）。東芝ラグビー部の瀬

川智広監督は、「強いチームが勝つ

のではなく、素晴しいチームが勝つ

のである」と常々選手、スタッフに

言って、このようなトレーナーの取

表 2　東芝ラグビー部における施術数、外傷・障害数、チーム成績の推移 

トップリーグ 

マイクロソフトカップ 

日本選手権 

年間外傷障害者数* 

年間施術数** 

活動日数 

部員数 

2003年

準優勝

準優勝

優勝

98件

2200回

367日

43人

2004年

優勝

優勝

ベスト 4

90件

1850回

310日

42人

2005年

優勝

優勝

優勝

87件

1537回

341日

42人

2006年

優勝

優勝

優勝

76件

1349回

328日

43人

2007年

3位

ベスト 4

ベスト 4

88件

1356回

336日

43人

2008年

1位

優勝

辞退

87件

1452回

301日

44人

2009年

3位

優勝

ベスト 4

84件

1276回

314日

45人

* ：2日以上練習を休んだ症例を外傷障害者数としてカウントした。 
**：トレーナー及び外部施設による鍼灸マッサージ、物理療法の回数。 
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ーニングが、選手同士でお互い声を

掛け合いながら、競いながら取り組

むことができます。

選手間の信頼感がないとディフェ

ンスでもアタックでもすべてが成り

立たないのがラグビーという（チー

ム）スポーツです。日々の練習の場

面においてその練習の目的とメカニ

ズムを理解して選手一人ひとりがコ

ーチ、トレーナーとなって声をかけ

合えば、みんなが歯を食いしばって

最後まで、さらには出し切ってぶっ

倒れるまでやりきれる選手となり、

試合中のきついシチュエーションで

も80分間全力でチームのために努

力できる、信頼できる仲間の集団・

チームとなれるのです。

リハビリトレーニングも選手主導で

ケガをした選手に対しては、その

時点でドクターと理学療法士と相談

の上、復帰日を決めて、復帰までの

タイムスケジュールを細かく作成し

ます。最初にそういったストーリー

をつくり、実際のリハビリプログラ

ムも初期の段階ですべて選手に渡し

て理解してもらいます。

もちろん途中で修正することはあ

りますが、そうやって前もってメニ

ューを渡しておくと、選手が「今日

は何やればいいですか」と聞きにく

ることもないし、その日のメニュー

り組みを後押ししてくれています。

選手たちがお互いを励ましあう

シーズン初めのフィットネストレ

ーニングでは、近くの陸上競技場を

借りて練習をすることもあります。

このランニングプログラムではトラ

ックを何周か走り、残り最後の数百

メートルをスプリントさせるという

ことを繰り返します。3～ 6人のグ

ループに必ずコーチが 1人つき、規

定タイム以内でゴールするように追

い込むといった超ハードなものです。

最後にきついことが待っている、

厳しいフィットネストレーニングは

どうしても練習前の気持ちから折れ

てしまっていたり、途中のスピード

をコントロールしてしまったりしが

ちですが、ここでも「どうして最後

にスプリントダッシュがあるのか」

「なぜこのタイムで走りきらなけれ

ばならないのか」「これはラグビー

のどの場面に生きるのか」といった

ことをあらかじめメールアドバイス

で知らせておくと、選手たちは自ら

進んで積極的に練習に取り組むこと

ができるのです。

そうすると自分自身が頑張るだけ

でなく、選手一人ひとりがコーチ、

トレーナーとなり、きつくて辛くて

心が負けそうになったり、手を抜い

たりしたいはずのフィットネストレ

が終わったからといって何もしない

時間を持て余すこともありません。

明日の、来週のメニューがすでに用

意してあれば、選手はどんどん先の

ステージに進みたくなります。その

ときは、もちろんトレーナーがチェ

ックして、相談して進むことも必要

ですが、試しに次のステージをやっ

てみて、できるのであれば進んでし

まってもいいと思っています。

きちんとしたステップを踏んで、

進め方や禁忌事項、セルフチェック

の方法についての事前教育があって

理解していれば、最も自分の身体の

ことがわかる自分（選手）自身が最

高のトレーナーになれるわけです。

このようにあらかじめプログラムを

渡しておくことで、選手は自分が行

うリハビリトレーニングの予習がで

き、リハビリを選手自身が積極的に

進められる仕組みとなり、早期復帰

につながると考えています。

だからといってプログラムをどん

どん前倒ししなさいという意味では

ありません。われわれトレーナーの

仕事は、選手を停滞させたり、後退

させたりしないことなので、選手自

身が積極的に前進したくなる仕組み

をつくることが大切だと思っていま

す。実際の予定ステージよりも遅れ

そうな場合はいち早くその原因を検

証し、修正します。シーズンが終盤

東芝ラグビー部の意識改革をマネジメントする大石氏 フィールドの中でのメディカルサポートは信頼感の上に
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選手自身を最高のトレーナーにする

妥協したりしてしまった選手にはも

っと大きな責任を求めます。ダメな

らダメで早めにしっかりと行動し、

トレーナーとコミュニケーションを

取って対策を考えて実行すれば解決

できるはずなのですから！妥協した

り、楽なほうを選んでコンディショ

ンが上がってこないということは許

しません。

以前東芝の会長に、「これだけト

レーナーがソフト面、環境面をサポ

ートして、選手のコンディションが

上がってこないとしたら、それは選

手自身に問題がある」とまで言って

いただいたことがあります。このよ

うな環境になってくると「自分のコ

ンディションは自分で把握し行動す

る」ということがチームの中での不

文律となり、文化となり、そこにこ

のチームの強さの秘密があると思い

ます。 （西村典子）
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に差しかかって、復帰する予定の選

手がまだグラウンドに戻れないとい

うことはチームにとっては大きな損

失なので、常に選手とコミュニケー

ションをとって、メディカルスタッ

フ内で連携を取りながら、対応して

いくことになります。

報告書を作成する

私はプロとしてトレーナーという

役割を担っているので、野球選手の

ように毎年契約更改があります。一

年契約なので、もう13回東芝と契

約更改をしています。メールアドバ

イスはチームの様相と自分自身の活

動を目に見える形で残すことができ

るというメリットもあります。それ

と情報を発信する側という立場、教

える側という立場をその行為だけで

つくることもできます。

ケガに関する報告なども、延べ人

数や部位、ケア内容などを記録して

いるのですが、肉ばなれや、急性腰

椎捻挫といった予防できるケガにフ

ォーカスしたプレリハビリ指導とそ

れに関するメールアドバイスによっ

て、翌年にはこれらのケガを1/10

に減らすことができました。契約更

改の場で「予防できるケガを1/10

に減らし、コンディションを上げ、

チームの勝利に貢献できた。これは

トレーナーの成果です」と具体的に

示すことができると、チームの成績

や試合の勝敗にかかわらず、トレー

ナーの活動がきちんと評価されるこ

とにつながります。チームトレーナ

ーとして活動している人には、こう

いった自分の評価が客観的に見せら

れる積極的な資料を自ら創造して準

備しておくことが必要ではないでし

ょうか。

また報告書でケガの記録を取りま

とめてからわかったことなのですが、

ケガに対しての初期評価から復帰ま

での経過について正確な見当がつく

ようになりました。もちろん個人差

があるので全部を足して平均して、

というわけにはいきませんが、「最

短でこの日数、最長でもこのくらい、

この辺から部分的に合流して…」と

いった見通しがつくようになりまし

た。エビデンスとまでは言い切れま

せんが、実際にグラウンドに復帰し

た選手たちが残した生情報の蓄積は、

復帰までの道筋が明確になり、目標

にもなります。そしてモチベーショ

ンを上げてくれるので、ケガをした

選手自身にとって貴重なものになっ

ています。もちろん、ケガをした選

手の戻ってくる時期が正確に見える

ようになれば、チームをマネジメン

トする立場の監督、コーチにとって

も、次の試合メンバーの選考だけで

なく、計画的なチームづくりに関す

るマネジメントに必要な情報ですか

ら、本当に欠かせないデータベース

になっています。

選手に責任が発生する環境

東芝ラグビー部では、このように

メールアドバイスなどで全選手をト

レーナーにするべく競技者教育をし

ています。選手は立派な一社会人な

ので、トレーニングとコンディショ

ンに関しては、選手に大きな自由と

責任を与えています。

しかし、中には自由と自分で判断

するという部分を間違えてしまい、

“できる選手とできない選手”ある

いは“コンディションがいい選手と

悪い選手”が出てきてしまうことが

あります。知っているのにやらない

とか、みんながやっていてみんなが

知っているのに自分だけが知らない、

やらない…そんな選手には厳しい教

えを教授します。それよりも、でき

ないのに、コンディションが悪いの

に…そのままの自分を放置したり、


