
永らくNCAAデ ィビジョン IのOSU(オ レゴン州立大)で

女子のヘツドコーチを務め、オリンピック選手を輩出、

ジュニアナショナルチームのコーチまで務めた日本人女性がいる。

その人の名はAKI H:LL(HATSUE AKIMOTO H:LL)。
1995年に17年間のキャリアに終止符を打ち、

今は、オレゴン州で悠々自適の生活を送っている。

そのアキさんが昨年の暮れに講演会で来日。

お話をうかがうことができた。

アキさんがアメリカで指導者になった理由、

そして成功したそのパックボ…ンには

何があつたのだったのだろうか。

前オレゴン州立大女子ヘッドコーチ
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じまりです。それは後′、′お|||III I I

すが、私は、畑先生にいわ|1弔「 人|)

し、コーチの勉強をさせてい/:/ヽ ヽ

ていました。そこで、先生が指illl l 、_

いた武蔵高校の合宿にお邪魔 1/tり 、

色々な試合を一緒に見させていた′:

いていたのですが、ナンヨナルザーーム

の練習を見学にいつたとき、当時、

日本の指導をしていたピー l― ニュ

ーエルさんに「アメリカで勉強した

いという人がいるのだけれど」と畑

先生から紹介していただいたことが、

実際に渡米するきっかけになりました。

日本協会と畑先生の推薦状を持っ

て、ピートさんのいるロスに。「色々

/,II:こ ろで勉強するよりも、一人の

1 チに付いてみっちり朝から晩ま

(~勉強するほうがいい」とピートさ

んからアドバイスを受け、私もその

‐,も りでしたが、どこに行くのか決

1‐ ,ていた訳ではありません。今考

'れ
ば、無鉄砲なものです。ピート

さんはUSCに私を紹介する考えだ

,た ようですが、日本で英語を習っ

ていた知り合い (後の御主人)の関

係でlJC L Aに 務めている方がいて、

試しに紹介状をコーチ・ウッデンに

サ|||け てもらったら、なんとOK。

lW2年のことです。ビル・ウォルト

ンがいて、全米で連覇中のUCLA
です。とでも驚きでした。ウソデン

は非常に素晴弓しい人で、挨拶に行

ったその日から、 リバウンドの用意

をするためにハンズアップをする理

由はこうという感じで、私はハイヒ

ールにスカートで教わりました (笑

いた 会った途端に真剣に心を込め

て取 り扱っていただき、すぐにこの

人はただ者ではないと感 じました。

ウソデンからは、バスケツトのみな

らず人間としての生き方に至るまで、

畑先生と同様に大きな影響を受けま

した。畑先生と共通するところが非

常に多かったのも驚きでしたね。同

時にピートさんや、ステユー・イン

マンさんに、色々なことを教えてい

ただいたのもこの2年間です。

畑龍雄氏は、日本の近代バスケッ

トの草分け的存在で東大在学中には

全日本で優勝経験があり、指導者と

しては男子の武蔵高校、女子のお茶

の水大附をインターハイ優勝に複数

回導く等手腕を発揮。1957年 ～60

年、日本協会の審判委員長を務め、

東京オリンピックの開催に向け、ロ

ーマオリンピックに審判として帯同。

そのとき優勝のUSAのヘッドコー

チがピート・ニューエル氏で、東京

オリンピックに向けて日本の指導を

お願いすることになる。

日本に帰ってきてから、出身

チームの東京海上の指導をしていま

したが、もう一度アメリカに行くな

んて、思ってもみませんでした。日

本で仕事をしていたアメリカ人の主
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人に結婚を申し込まれていたのです

が、主人が国に戻るということで、

アメリカではとてもコーチなどでき

ないと思っていたかいです。 l年間

悩みましたが、コーチ・ウッデンか

ら「人間バランスが一番大切」とい

うことをただ強調されるだけでなく、

彼の生きる姿勢そのものの中にバラ

ンスを感じることができ、それが私

の心に触れ、結婚することにしたん

です。もう35歳でしたから。今度は

バスケットを諦めてアメリカに渡っ

たわけです。ところが、主人がバス

ケットをやりなさいと言って、大学

に手紙を書いて売り込んでくれたの

です。私は、コーチなんて始めたら、

のめり込んで離婚することになるか

し嫌だと言ったんですが (笑い )。

手紙にはジョン・ウッデンの弟子、

ピート・ニューエル、ステュー・イ

ンマンも推薦でしたから、それは驚

かれて、反響があったわけです (笑

い)。 カリフォルニアに住んでいる

と、そこが国で他の州は外国という

イメージでしたので、ウエストコー

ストが希望だったのですが、オレゴ

ンに興味があって、 ビル・ウォルト

ンが トレイル・ブレーザースにいま

したし、インマンさんもブレイザー

ズのディレクターをされていました

ので、知っている人もいるしと、オ

レゴンにお世話になることになった

のです。何も計画があったわけでは

ありませんが、好奇心を持って多く

の人と接していく中で、素晴らしい

出会いがいくつもあり、それがすべ

て私を導いてくれたのです。

オレゴン州立大では、大きな選手

が入ったこともあって、 1年日にカ

ンファレンスで優勝し、全米 トーナ

メントに出場。そこかいアメリカで

のキャリアが始まりました。ではな

ぜ成功したのかと言えば、コーチ・

ウッデンかいも色々なものをいただ

きましたが、私の指導法の骨格は、

そっくり畑先生にいただいたもので、

それが非常に効果的だったというこ

とです。ファンダメンタルもチーム

作りもすべてです。

(P44～ 、武蔵出身で畑先生の教え子で

ある榎本日出夫氏との対談に続く)
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鯰蠅塵爾竃彊隧穆艤鬱・ウッデンヘッドコーチ(NCAA優勝10同)に師事、同時
鶉爾憑題爾璽屏渕祗曇ル氏、ステユー・インマン氏にもコーチ学を学ぶ。帰国後、

東京海上女子を指導し、関東実業団に昇格。76年結婚のため再渡米。カレッジの

ボランテイアコーチなどを経て78年OSU女子ヘ ンドコ~チに京層IL l季 日で15

勝7敗の好成績をあげ全米選手権出場、 2季 日にはNWIT(現 NIT)優 勝。

17ン ~ズ ンのキャリアで、チームを5[]全米選手権に導き、 2度NIT優勝。81

年には米ジュニアナンヨナルチームのアンスタントコーチ。卒業生には84年ロス

五輪金メダリスト、4名のオールアメリカン選手がいる。OSUでの通算成績は
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ジュニアナショナルチームのコーチにも抜擢 された
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特 別 対 談
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―チコミッティ副会長)

7 |1生 まれ、61歳.東京
卒業後.出版社勤務を

のコーチに就
コーチとして

本女子代表の監督も経験
立本社、ゼクセルと男子

い 日

り、その間、日本リーグ、オールジャパン

|,11寺 |こ 全日
し、手腕 その後、日

今だからこそ伝えたい

恩師・川 龍雄 (故入)の指導法

の トノプチームを指導。現在は、一―線を退き、クリニノク
活動などで選手と指導者のや阜にあたっている。

コーチングよリティーチングを大切に、
常に2ウェイで自主性を育てる指導を

NCAAのオレゴン州立大女子のヘツドコーチとして17シ…ズンのキヤリアを積んだアキ・ヒルさん。
その指導の礎,骨格は故・畑龍雄先生の指導であり、指導者としての姿勢だつたと言う。

そこで、畑先生の武蔵高校の教え子でもある榎本日出夫氏と共に
その指導法、姿勢とはどういつたもので、実際にどう活かされたのかを大いに語つていただいた。

ここに紹介できるのはその僅かだが、
悩める指導者の皆さんには、多くのヒントになるだろう。

(ア キ・ヒルさんの略歴はP8～ 9)

日本もアメリカも
コーチング偏重では

アキ「私が今、非常に心配している

ことで、ビー |― ニューエルさんや

ステユ~・ インマンさんがとても嘆

いていることがあるんです。アメリ

カはテイーチングが非常に少なく

なってきて、オーバーコーチングで

はないかということです。その結果

が、世界選手権の惨敗でもあるので

はないかと。日本も同じ状況にある

と、彼らは言います。彼らは私より

余ほど、日本の現状に詳しいですか

らね」

榎本「僕も60歳 で言わば引退 して、

今はクリニ ックなどを各地で行なっ

ていますが、色々なところで、多く

の人がクリニックを開催している話

も合わせての印象は、そうですね。

ある選手構成のチームがこういう方

法で勝ったといっても、それと同じ

ことをすれば勝てるわけではない。

だけれど、り岬味をもたれるのそうい

う部分なわけです。典型的な例え話

ですが、マンツーマンがしっかりで

きなければできないオブンヨンのオ

フエンスであるとか、スベンャルの

デイフェンスを教えてほしいと言わ

れ、それで、実際にやってみればこ

llる .FEり ない、これも足りないとい

うことになって、基礎に戻 )́て しま

うことは、よくありそうなことてす.

だけれど、僕が教えてはしいのはそ

の次からだということになっ (‐ |´ ま

うわけです.そ ういう傾向はあ |,ま

すよね」

アキ「ストラテジィがあっても、そ

れを可能にするフアンタメンタルが

ないということですね |||い話にな

りますが、畑先′卜からち同じこを聞

いたことがありま■ 1■―卜さんが

日本のナンヨナルチームや他のチー

ムのアドバ イスに |1本 に来たとき、

大切なことを教えてもらっても、次
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の年にまた同じことを教えてもらわ

なければならなくて、中し訳ないと

よく言われていました」

榎本「自分の話をさせてもらうと、

畑先生には練習をつくるということ

を教わった。スキルアップの ドリル

ということになるのだろうけれど、

最近は練習をつくる工夫をする人が

少ないような気がするc本に書いて

あるから (笑い,c率束習をつくると

失敗もあるcで も失Fl文するから、 よ

り高度なもの、ンンプルなものに変

換されて、出来上がったものは分か

りやすいものになるはずです。自分

でつくったものですかんね。色々な

ところのメニューを使ってつくった

44

ものは、見た目が複雑で、あつちに

いったり、こっちにいったりとなり

がちになると思う。また、中学や高

校生の場合、今年それでよくても、

翌年も同じではうまくはいかない。

『人間は生れも育ちも違うのだかい、

Aだと言っても、相手はAダッシユ

と聞いてしまうかもしれないし、B

と聞いてしまうかもしれない』と畑

先生からはよく聞きましたね」

アキ「私がアメリカで実際にコーチ

になって、最初にオリンピック選手

に育ったのが、キャロル・メンケン

という選手なんですが、彼女は()S

Uに くる以前は 1年在籍した短人で、

少しバスケットをやった,1と がある

だけで、高校までブレー経験のない

選手だったのです。195cmと 背は高

かったのですが、走れないしジャン

プもできないと、彼女が希望しても

入れてくれるチームはなかったそう

です。それが、3年間でオリンピッ

ク選手になれた.では私が彼女にな

にを教えたかといえば、基礎技術で

す。大きくても小さい選手と同じよ

うにファンダメンタルを教え、同時

にポストブレーヤーに必要な技術を

叩き込みました。大きいかんといっ

て特別扱いせず、フルスピードで走

ることも、プレーの速さも小さい選

手と同じことを求めたのです。その

結果、オリンビックではフアースト

ブレークで先頭を走っていましたc

その基礎がどこからきたものかと言

えば、すべて畑先生からいただいた

ものなのです。それがリト常に評価を

受けました_ア メリカはいいものは

11(|り 人れてくれますから、その後に

はジ_′ ニアのサンヨナルチームのコ

ーチ 1)務 めさせていただきました。

()S tlの チーーム作りはもちろんです

が、ジュニアのコーチでも畑式の非

常に独創的な基礎は活きましたね。

畑先生はあるいいブレーを見ると、

そうするにはどう教えるか、そのた

めにはどういう選手でなければなら

ないか、その選手を育てるためには

どんな基礎が必要か、と自分でクリ

エイトされた方です。その点でアメ

リカのどのコーチと比ン`ミても、負け

ていませんでしたね
|

榎本「そぅぃ )́た ソ|′ セスが大事で、

その基礎技術かな||イ |ば、うまくい

かなかっ′
=｀

|ヽ‐ 、|′ 1る べきところ

がない .:|に |∵
|・ )||11ご いえば、スペン

ャルの ソ 千 ′l:´ スだつてЮ分やっ

t_ぃ |,|■ |(11いかないし、それが

|いち|_||イ |｀_|:う 」るのかという
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5対5に直接つながる
囲つたら戻れる基礎を

アキ ||1本人にありがちな傾向だと

思いますが、練習のための練習、練

習のア:めの基礎練習というのが、あ
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ップ、方向変換 と

いうようなことは、

5対 5の トランジ

ションのときに必

要な技術だけれど、

それを基礎練習と

同 じリズムででき

なければならない

わけです。 5対 5

でそれが出来てい

なければ、やめて、

それをもう ‐度や

らせてかい 5対 5

に戻ると、プレー

がガラッと変わる

よ うな基礎練 習。

5対 5に 直結する

ような練習ですね」

るような気がします。時間を無駄に

する。でも、畑先生の場合は、この

プレーを5対 5でするためには、こ

の基礎をやらないとできないという

もの。 5対 5が一変するような効果

的な基礎練習を選ぶ。特にアメリカ

は練習時間が少ないですから、選び

に選び抜かれたものをや為なければ

ならないのです。 3対 3は このよう

に、 5対 5は このようにとやらせて、

す ぐに効果が出るように。例えば、

爆発的なスター トとか、サ ドンスト

言うのです。でも、オフェンス、デ

イフエンスの関係を読んで効果的な

パスをする能力が欠け過ぎていると。

それでパスをするなと (笑い)。 1

人が本当にオープンになるまでポイ

ントガードにボールを持っていろと。

そしてそのときに鋭いパスを出せと

言って、|′ て械的なパスをやめさせた

ことがありましたね。ピートさんは

ビッグマンキヤンプで、NBAの選

手にファンダメンタルを教えていま

すけれど、クリエーテイブな練習で

です。アメフトでもよく使われ、く

の字の動きと呼んでおられました。

私は相手の一人の選手にやられてカ

ッカしていたのですが、テネシーの

コーチ、タッド・ヘッドに『11ん な

の初めて』と大変驚かれました」

榎本「畑先生は誰でも上手な選手に

なれると言うんですよね。僕たちは

武蔵だったから、頭は多少良か′った

かもしれないけれど、運動能力なん

てたかがしれている。だからもっと

頭を使おうと。いい選手の凄くいい

プレーを見て、そ

れをや りたいのだ

けれど、それだけ

の運動能力がない。

それならどう足を

出 して、どういう

ドリブルをどの位

置に出 したら抜け

るのか、逆にどう

したら抜けないの

かを見ろって言わ

れましたよね。一

流選手が自然に出

来てしまうプレー

を見て、どうすれ

ばそれができるの

かを次々に練習の

アイデイアにして

しまうのです」

アキ「その結果、武蔵から運動能力

は凄くはなくても、実業団レベルで

大活躍する選手が出ましたね」

榎本「技術をうまくさせることで、

能力のある人を凌駕しようという考

え方なんですよね」

ル…ルで縛るのではなく
自発的に取り組む姿勢を

アキ「技術、戦術だけでなく、畑先

生の教育者としての姿勢も、アメリ

カに行って、その素晴らしさを再確

認させられるというか、衝撃を受け

ましたね。武蔵の合宿にも再三お邪

魔させていただきましたが、 ミーテ

イングが非常に長いんですcで も、

誰も眠くはならない。生徒が疑間を

言えるし、勝手なことが言えるんで

す。話し合いで全員が納得し、理解
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榎本「一番大事な

のは、できるようになりたいかだと

よく言われましたね。『出来そうに

ないと思ったとしても、人間やれば

できる.D宇宙に行けるとは誰も思っ

ていなかったけれど、行けたじゃな

いか』って。できないから難しいと

思うのだけれど、疑わないで、やれ

ると思ってやりなさいとこすると無

駄な癖をつけずにできるようになる。

畑先生はストレート狙いでしたね」

アキ 1何のために基礎練習は必要か、

基礎練習をすればどこが変わるのか、

コーチはし ,か り11[解 していないと

いけませんれ ,機械的なパスの練習

をするテームは今 lJも [1本 に多いと

思いますが、味t,ltイ リンビックの頃

にこんな話かあり|,「 ,|1本のナシ

ョナルチームの練 111ご .t■―
|、 さん

が日本人は機lt的 な′ヽ ア(II Fた と

ファンダメンタルをよリンヤ~プに

することを教えていらっしゃいます。

それは畑先生も同じで、キャロルが

育ったのはその証拠だと思うのです。

私も少し工夫はしましたが、すべて

先生のメソッドですかる。戦術的に

も非常に驚かれましたね。 一つ例を

あげれば、テ不ン~がフアイナル4

の前に時差に慣れる目的もあってプ

レシーズンの試合にきたときのこと

でした。テ不ン~は フルコート・マ

ンツーマン・ディフェ/スが武器の

テームだったのですが、それを積 |,,ス

的に攻める縦パスでことごとく破っ

てしまったのです。これも畑先生か

ら教えていただいたものですが、フ

ルスピードでディフェンスを押し込

んで、ディフェンスの前をカットし、

そこに縦バスを入れるといった方法



)suス ポーツインフォメーンヨン

できる本当のミーテイングです_,そ

して、ンヨツクだつたのはバスウツ

トに対する姿勢です。『バスケツト

をするのはボールをただただ、)豊い

掛ける喜びのため』それしかないとぃ

これは人生の生き方の問題です。す

べてがお国のためと教育された戦時

中でさえ、こう言い切ったことは凄

いことだと思うのです。特に女子は

コーチのためとか、チームのため、

会社のためにという傾向がありまし

たが、それでは本物ではないと、私

も日本の女子を指導したときに強調

しました。反対にアメリカは『私の
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プレー時間はどうして少ないの」|と

｀
「 気で■i´ )て くるような(国 人主義で

すから『チーームのため、コーーチのた

めにや ,́て 本当に幸せに感じられる

ことがあるのよ』と全く逆のことを

教えなければなりませんでした (笑

い).も ちろん、選手が本当は何が

言ぃたいかを聞いてあげて、分かっ

てあげるということも、畑先生から

ぃただぃたことで、していましたが.

アメリカの場合は、良く話して理解

させてという方法もありますが、ま

ずルールをつ くって しまうのです。

これに違反したらこういう罰則があ

るとc勉強をしなければ、テレビを

1週間観てはいけないという単純な

やり方ですcで も、そういう訓練は

小学生レベルまでだと思 うのです。

高校生以上、まして大学生ですから、

日標を持って、自分から理解 して、

本当にやりたいから人より苦しい練

習を楽しくゃってしまえというよう

でなければ本物ではないと思うので

す()時間はかかりますcある子は 1

年、ある予は2年かかってやっと分

かるということもあ |り ましたが、そ

れでもいいではないかと。ところが、

アメリカではなかなかそオしが理!解 さ

れない。躾が出来ていないというこ

とになるのです。でも、そのやり方

を変えなかったことが、個人の違い

を尊重するということにもなります

し、良い結果につながり、長くコー

チを続けられたのだと思う」

榎本「生れも育ちも違う人間が、ど

うやって健やかな一つのチームとし

て成り立っかということを常に考え

ている人だったですよね.言いたい

ことを全部聞きましよう、 2ウ ェイ

にしましょうと。自分も伝えたいこ

とがあるし、君たちもあるはず。そ

のためのミーテイングと、御氏して

いましたc上級生は下級生に言えて

も、 ド級生は言えないということが

あるけれど、それもやりましょうと」

アキ「本当のコミュニケ~ン ヨンが

ぁったわけですね_|

榎本「そうですねりそして、自分達

に決めさせる。自主性を育てていく

のです。合宿にしても、どんな合宿

にするのか、その期間に勉強はする

のかしないのか、体育館までは歩い

ていくの ?、 走っていくの ?、 バス

に乗る ?、 雨が振ったらと、全部自

分達で決めさせられましたね_|

アキ「自分達でチームをつくる、チ

ームづくりに参加するということで、

私もそれに近付けるようにやつてき

ました」

榎本「一つの例になると思うのだけ

れど、ボールを磨くか磨かないかと

いうことになったときのことです。

そうなれば、まず面倒臭いと磨かな

ぃゎけです。だけれど、汚れれば、

彎
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磨こうよという話になり、では、上

級生、下級生関係なくみんなで磨こ

うとなった。そんな具合にチームで

持たなければいけない常識を、教わ

るのではなく、自分達がつくってい

くという気持ちにさせてくれる指導

でしたね。それが無理矢理でなく、

いい伝統になっていく」

アキ「だから本当のエデュケ~ン ヨ

ンなんですよね。それは素晴らしい

民主主義のアメリカでもこれだけ高

度なデインプリン (訓練)を 見るこ

とはできませんでしたc私のチーム

でも毎日練習に参加する前にその日

のゴール (目 標)を立ててノートに

書き、腹の底から『よし、やってや

ろう』という熱い感情が出てこない

うちは練習に参加してほしくないと

言いました。『もし1人 になる時間

と場所がなければ、 トイレで座って

でも心の準備をする時間をもっても

らいたい』と徹底して。また練習の

後には、その反省・結果をノートに

書いて 1週間に1回提出してもらい、

私からの感想を添えて一人ひとりに

返 しました。そういったコミュニケ

~ン ヨンのうえで、本当にバスケツ

トを理解したり、みんなで良いもの

をつくっていこうという教育です。

言い過ぎかもしれませんが、日本は

昔から命令されて、怒られるのが嫌

だからやるという、絶対にイエスの

訓練の仕方があったけれど、それが

通用しなくなった。昔風では反発さ

れる。それは分かっていて、そこを

破ろうとしているけれど、では新し

い方法はと言えば、それができてい

ない。不登校の問題等も親にバック

ボーンがないということもあるかも

しれませんが、そういう問題がある

のではないかと思います。畑先生の

教育の仕方は、その新しい道を見つ

けるのにとでも良い参考になるので

はないかと思うのです」

コーチは教育者でなくとも
人間を育てる心構えが必要

榎本「僕が今、 ク|リ  ックなどで教

えに行っているた [/)は強い県でも

なければ、強い地|く (■ )な い(_意 .ヽた

はあるけれど、 1位になることが||

的ではなく、バスケノトの知識をし

っかり身に付けた選手を育成してほ

しいというところです。そういう時

間的に余裕のあるところですから、

生徒を教える前に先生とお話ししま

しょうという時間を設けています。

そこで話すことは、畑先生の『バス

ケットする心』という文章に述べら

れていることなのだけれど、簡単に

百えば、よほど教える側がしっかり

していないと子供たちに教えられま

せんよということで、そのためは、

こういうことに気をつけなければな

りませんよ、ということですc

アキさんも僕も教育者ではないけれ

ど、コーチはいい人間を育て、いい

知識を教えたりすることがとても大

切だと畑先生に習ったのだろうし、

いみじくもそれをやってきたのかな

と思いますよね」

アキ「今の日本に、 ミニから中学、

高校と 一生懸命にやっている先生は

沢山いることを私は知っています。

それは、私がOSUでやってきたと

か、′
|り本さんが日本リーグの女子で

優勝したということと同等のものだ

と思うし、もっと大切なことだとも

思います。コーチ・ウッデンが本当

のサクセスはなにかと言えば、結果

にかかわらず本当に自分のベストを

尽くせたかということだと教えてい

ます。そういう態度で続けていれば、

勝つべきときは勝つ。NCAAで一

番優勝しているコーチが言うのだか

ら、間濃いありません」

榎率 F僕 も日ま戸塚時代に、たまた

まイ曇1路 懸構ても喝ったことはあるけ

れど、いい輩手を育て、かつチーム

をつくって、最大の力を発揮できれ

ばいいと思・ oて いました」

アキ F2ψ電にや■‐,て勝つことも大切

だけれど、子・11:に :ヒ _,でためになる

ことをやってあ|ドないと意味がない。

だからコーチはまずブイl」 ア`ツイー

がなければいけないと、 1トーザ ,ウ

ッデンに言われたことな十で1,覚 え

ています。では、私は何かなと考え

たとき、畑先生の『楽しくてし1:う

がないからやるのだ』『そのため|二

は苦労とも思わない』ということが

頭に浮かび、それをモットーにして

きました。それは榎本さんも言って

いたけれど、先生の『バスケットする

心』を読めばよく分かると思うので

すが、どこかに残っていませんか ?」

榎本「あれはいいと思います。掲載

されたのはバスケットの雑誌ではな

かったと思いますが、是非、探して

みましょう」

アキ「最後になりますが、今回の来

日は、日本SAQ協会に講演者とし

て御招待いただいたこと、また、こ

ういった機会をつくって頂いたこと

に深く感謝いたします」

(編…榎本氏の御尽力により、畑先

生の御遺族から、『バスケットする

心』の掲載を快く御承諾頂きました。

次号で掲載の予定です)
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