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１．はじめに
　アイスホッケーは、繰り返しのプ
レーシフトによる高度な解糖系筋活動
を必要とする非常に激しいコンタクト
スポーツであり、有酸素系のパワーお
よび持久力も必要とされる（4,13）。北
米では、ユースレベルからエリートレ
ベルに関する身体組成、筋力および体
力特性に関する報告は多い（4,8）。し
かし、我が国では、1990年代以前に
アイスホッケーに関する外傷や障害の
報告は見られるが（2,7,9,12）、アイス
ホッケー選手の形態特性や身体組成
に関するデータは1970年代に僅かに
報告されている程度である（5,16）。最
近になって、エリートアイスホッケー
選手に関する筋力特性が報告されてい
るが（11）、形態や身体組成についての
データはまだまだ少ないのが現状であ
る。体重や体脂肪率の変化についての
データはエネルギーバランスが直接影
響しているので、エリート選手のコン
ディショニングを確立していくために

非常に重要であると考えられる。
　そこで、本研究では、日本のエリー
トアイスホッケー選手における７月の
オフシーズンからシーズン終了の３月
までの身体組成の年間変化を分析した
ので報告する。

２．対象および方法
　日本アイスホッケーリーグに所属
しているアイスホッケーチームの選
手23名を対象とした。選手の年齢、
競技歴、身長、体重、体脂肪率、皮
下脂肪厚合計（Sum of Subcutaneous 
Thickness、以下、SST）、除脂肪体重（以
下、LBM）およびBMIの平均値は表１
のとおりである。
　2002年度の日本アイスホッケー
リーグは、10月上旬にレギュラーリー
グが開幕し、2003年３月上旬まで32
試合実施された（15）。３月中旬からプ
レーオフの第１ステージとなるブロン
ズラウンドが始まり、第２ステージの
シルバーラウンドと最終ステージの
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る７月のオフシーズン、８月から９月
のプレシーズン、10月から３月のイ
ンシーズンにおける身体組成の年間変
化を分析した。体重に関しては、７月
と比較して８月以降有意に低値を示し
た（P＜0.05）が、それ以降の体重は変
化がなかった。体脂肪率は、７月と比
較して８月以降有意に低値を示し、ま
た、10月、11月、12月、３月は、８
月と比較しても有意に低値を示した

（P＜0.05）。しかし、９月以降の体脂
肪率は変化がなかった。皮下脂肪厚合
計は、体脂肪率と同様に、７月と比較
して８月以降は有意に低値を示した

（P＜0.05）。さらに、９月から３月は、
８月との間にも有意差があったが、９
月以降の皮下脂肪厚合計は変化がな
かった。除脂肪体重に関しては、年間
を通して変化がなかった。
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ファイナルが３月下旬まで行われた
（プレーオフは計９試合）。その期間中、
第70回全日本選手権、JIHLオールス
ターゲーム2003、冬季アジア大会、
長野カップの４大会開催時の中断を挟
んだ。この研究では10月上旬のレギュ
ラーリーグ開始から３月下旬のプレー
オフ終了までを「インシーズン」とした

（図１）。
　我々が調査対象としたアイスホッ

ケーチームにおける年間の活動状況
は、非線形型ピリオダイゼーションを
用いて計画された（図１）。４月～７月
上旬は「オフシーズン」で、会社の通常
業務終了後に個別でトレーニングを実
施した。７月上旬からは会社業務を行
わずアイスホッケーに専念する環境と
なり、７月中旬からチーム練習として
週３回の陸上トレーニング（レジスタ
ンストレーニングとフィットネスト

レーニング）が開始された。７月下旬
から３週間の夏合宿を行い、夏合宿
の１週目は陸上トレーニングを週５
回行った。夏合宿２週目からは氷上
練習を開始した。氷上練習開始後か
らレギュラーリーグ開幕前までを「プ
レシーズン」とした。夏合宿終了後は
チーム本拠地において、午前中は氷上
練習、午後は週４回の陸上トレーニン
グ（週２回：レジスタンストレーニン

オフシーズン プレシーズン インシーズン
７月 ８月 ９月 10月 11月
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＊メディカルチェック

プレシーズンゲーム
（６試合）
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10月（７試合）

週１～２回のR-TR
11月（９試合）

週１～２回のR-TR

 週３回陸上TR
（R-TR＆Cond）

夏合宿
＊陸上TR（週５回のR-TR＆Cond）

＊氷上練習＆陸上TR　
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本拠地で氷上練習
＆週４回陸上TR
（R-TR＆Cond）
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12月（８試合）
週１～２回のR-TR

全日本選手権
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  シルバーラウンド（２試合）
   ファイナルラウンド（５試合）

オールスターゲーム 冬季アジア大会＆長野カップ

週２回のR-TR 週３回のR-TR＆Cond

図１　非線形型ピリオダイゼーション

※R-TR： レジスタンストレーニング　Cond：コンディショニング（フィットネストレーニング、SAQトレーニング、リカバリーを含む）

表１　ポジション別の形態特徴（平均値±SD）

形態項目
ポジション

合計
FW DF GK

N 13 ７ ３ 23

年齢（歳） 26.4±4.8 28.0±2.2 29.3±4.7 27.3±4.1

競技歴（年） 6.5±4.5 9.1±3.7 7.7±3.8 7.4±4.2

身長（cm） 175.9±8.1 181.6±6.2 175.3±2.8 177.5±7.4

体重（kg） 78.3±9.3 82.0±4.2 78.2±5.5 79.4±7.6

体脂肪率（％） 9.6±2.3 10.1±1.9 9.9±2.0 9.8±2.1

SST（mm） 51.8±9.1 54.4±9.0 51.2±10.7 52.5±8.9

LBM（㎏） 70.7±7.7 73.7±3.9 70.4±3.6 71.5±6.3

BMI 25.2±1.3 24.9±1.1 25.4±1.4 25.1±1.2

FW：フォワード、DF：ディフェンス、GK：ゴールキーパー、SST：皮下脂肪厚合計、LBM：除脂肪体重

会社の通常業務
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グ、週２回：フィットネストレーニン
グ）を９月中旬まで実施した。その後、
レギュラーシーズン開幕までプレシー
ズンゲームが行われた。インシーズ
ン中のレジスタンストレーニングは、
Parakhら（17）やRosene（18）が報告し
たプログラムを参考にして構築した。
それぞれのシーズンにおける活動時間
を図２に示した。試合時間（20分×３
ピリオド）と練習時間（氷上練習と陸上
トレーニング）を合わせて表記した。
氷上練習に関しては、１回の平均練習
時間を1.75時間とし、回数で乗じた
ものを月当たりの氷上練習時間とし
た。陸上トレーニングに関しては、練
習日誌を元に活動時間を算出した。ま
た、１年間を通じての食事に関しては、
オフシーズンの選手寮での１日の食事
摂取量とプレシーズンおよびインシー
ズンの遠征時における１日の食事摂取
量は、専属の管理栄養士によって約
3,500kcalにコントロールされていた。
本研究において、７月のオフシーズン
からインシーズン終了の３月まで、体
重、体脂肪率、SSTを以下の方法によ
り毎月測定した。

（１）体重（㎏）：体重測定は、デジタル
体重計（Yamato DP-7100PW）を用い
て練習前に測定した。すべてのデー

タを平均したものをその月の体重と
した。

（２）SST（mm）：SSTの測定は、毎月
第４週目の練習後に実施した。キャ
リ パ ー（Lange Skinfold Caliper、
Beta Technology, Inc.）を用いて胸
部、上腕背部、肩甲骨下部、腸骨上部、
腹部、大腿部の６ヵ所の皮下脂肪厚
を測定し、合計値を分析に用いた。

（３）体脂肪率（％）：体脂肪率の測定は、
SSTと同様に、毎月第４週目の練習
後に実施した。胸部、上腕背部、肩
甲骨下部の３部位の皮下脂肪厚値を
Jackson & Pollockの 式（1.1125025
－0 .0013125×X1＋0 .0000055×
X1－0.0002440×年齢、X1は胸部、
上腕背部、肩甲骨下部の３部位の
合計値）に代入することによって身
体密度（g/ml）を算出した（10）。体
脂肪率を推定する人種別の式（日本
人男性用：[4.97÷身体密度－4.52]
×100）に得られた身体密度を代入
して求めた。選手23名中、３名の
日系人と１名の外国人の選手がいた
が、彼らの体脂肪算出においては、
日系人は日本人男性用の推定式を、
カナダ人については白人男性用推定
式（[4.95÷身体密度－4.50]×100）
を用いて、それぞれ算出した（1）。

３．統計分析
　体重、LBM、体脂肪率、SSTの月
別のチーム平均値の比較は、二元配
置分散分析を用いて検定した。有意
であった場合には多重比較検定とし
てTukey法を選択した。有意水準は
５％に設定し、すべての分析はSPSS 
Ver.17.0（SPSS Japan Inc.社 ）を 用 い
た。

４．結果
　体重は、７月と比較して８月以降有
意に低下した（P＜0.05、図３）。しか
し、それ以降の体重は変化がなかった。
LBMに関しては、年間を通して変化
がなかった。
　体脂肪率は、７月と比較して８月以
降有意に低値を示した（P＜0.05、図
４）。また、10月、11月、12月、３月は、
８月と比較しても有意に低値を示し
た。SSTは、体脂肪率と同様に、７月
と比較して８月以降は有意に低値を示
した（P＜0.05、図４）。さらに、９月
から３月は、８月との間にも有意差が
あった。

５．考察
　形態特徴をアジアリーグに所属して
いる他の日本のエリートチームと比
較すると（11）、身長（177.1±3.3cm）
と体重（81.9±6.2㎏）ではほぼ同じで
あった。北米のプロアイスホッケー
選手やヨーロッパのエリート選手と
比 較 す る と（4,8,13,14）、 身 長（180～
185cm）で約３～８cm低く、体重（84
～ 92㎏）で約５～ 13kg軽く、かなり
の体格差があることを示す結果であっ
た。
　オフシーズンとプレシーズンの活動
時間を比較すると、プレシーズンの活
動時間が64.3％多かった（７月と８月
を比較：図２）。この活動時間の増加
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図２　月別の活動時間

iida
長方形

iida
線

iida
テキストボックス
参考文献を用いることで、自身のプログラムの裏付けをしている

iida
テキストボックス
測定したものは、項目ごとに測定器具（製品名、製造元）、測定方法、データ処理の方法などをまとめて記述

iida
折れ線

iida
線

iida
ハイライト表示

iida
テキストボックス
測定器具表記例

iida
線

iida
ハイライト表示

iida
線

iida
テキストボックス
測定方法表記例

iida
ハイライト表示

iida
線

iida
テキストボックス
データ処理方法表記例

iida
折れ線

iida
線

iida
テキストボックス
統計処理の方法

iida
折れ線

iida
線

iida
テキストボックス
統計ソフトの説明

iida
折れ線

iida
線

iida
テキストボックス
統計処理の結果、有意差の有無を記述している

iida
ハイライト表示

iida
線

iida
テキストボックス
有意差の表記例

iida
折れ線

iida
線

iida
テキストボックス
次に考察する項目に関して、まずは結果のまとめを述べている

iida
折れ線



5Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

図３　体重およびLBMの月別変化
＊７月より有意に低い（P< 0.05）

図４　体脂肪率およびSSTの月別変化
＊７月より有意に低い（P<0.05）、§ ８月より有意に低い（P<0.05）

表２　夏合宿３週間トレーニングプログラム

時間帯 1st Week 2nd Week 3rd Week

早朝 3.7km走 なし なし

午前

フィットネストレーニング：週５回
１．ロングディスタンス走
２．サーキットトレーニング
３．インターバルランニング
４．レスリングトレーニング
５．相撲トレーニング
６．SAQトレーニング
＊上記の１～６の種目を２種目ずつ組み合わせ
　て実施

氷上練習
（1.75時間）

氷上練習
（1.75時間） 

午後

レジスタンストレーニング：週２回 レジスタンストレーニング：週２回 レジスタンストレーニング：週２回

球技週３回
１．サッカー
２．テニス
３．バドミントン
４．卓球
＊上記の１～４の種目を１～２種目ずつ組み合
　わせて実施

フィットネストレーニング：週３回
１．ロングディスタンス走
２．サーキットトレーニング
３．インターバルランニング
４．レスリングトレーニング
５．相撲トレーニング
６．SAQトレーニング
７．アクアエクササイズ（プール）
＊上記の１～７の種目を２種目ずつ組み合わせ
　て実施

フィットネストレーニング：週３回
１．ロングディスタンス走
２．SAQトレーニング
３．球技（バスケットボール、サッカーなど）
４．アクアエクササイズ（プール）
＊上記の１～４の種目を２種目ずつ組み合わせ
　て実施
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は、オフシーズンの陸上トレーニング
では１日１セッションのトレーニング
であったが、夏合宿では１日２～３
セッションのトレーニングが実施され
たことによるものである（表２）。食事
摂取量は約3,500kcalにコントロール
されており、活動時間が大幅に増加し
たことによって、体脂肪率、SST、体
重がオフシーズンに比べて、プレシー
ズンで大きく低下したものと考えられ
る。プレシーズンになると活動時間が
減少したにもかかわらず、体脂肪率
とSSTはさらに低下傾向が見られ、特
に、SSTは有意な低下が見られた。さ
らに、プレシーズンからインシーズン
にかけて体脂肪率とSSTはさらに低下
傾向を示した。このことは、インシー
ズンに入ったことで試合数が増え、活
動時間が増えたことによる影響が考え
られる。
　体脂肪率に関して、本研究の対象
チームの体脂肪率は、アジアリーグに
所属する他のチームの体脂肪率（11）や
NHL選手の体脂肪率（14）と比較して
も、ほぼ同様の数値であった。体脂肪
量の増加に伴う体重増加は、スケー
ティング動作時に大きな摩擦抵抗を必
要とするために余分なエネルギーが必
要となり、パフォーマンスの低下を招
く（13）。また、インシーズンを通して
血中乳酸濃度の耐性が低い選手や体脂
肪率の多い選手は、プレーシフトなど
の試合出場機会に影響を与えることも
報告されている（6）。これらの結果を
考え合わせると、アイスホッケー選手
にとって、インシーズンを通して体脂
肪率を10％前後に維持することは選
手個々のコンディショニングにとって
重要であると考えられる。
　インシーズン中の身体組成の変化を
オーストラリアン・フットボールでの
競技レベル別に比較した研究によると

（3）、競技レベルが高いチームではイ
ンシーズン序盤の体脂肪率や皮下脂肪
厚値は低く、そのまま変化することな
くインシーズン終盤まで維持される
が、LBMはインシーズン中のレジス
タンストレーニングの継続により増加
することが報告されている。これは、
インシーズン終了後、短いオフシーズ
ン後すぐにプレシーズンのトレーニン
グが開始され、レジスタンストレーニ
ングやフィットネストレーニングが実
施されるために体脂肪率が低く維持さ
れていることが考えられる。Silvestre
らの研究（19）によると、NCAAディ
ビジョンⅠに所属する男子サッカー
チームのインシーズン中の身体組成変
化に関して、インシーズン初めよりイ
ンシーズン後の体重増加が有意に認め
られ、体脂肪率は変化がなかったこと
を報告している。この理由として、有
酸素能力、パワー、スピード、スピー
ド持久力を含むトータルコンディショ
ニングプログラムを、インシーズンを
通して実施したことによる筋量の有意
な増加が影響を及ぼしたことを指摘し
ている。しかし、競技レベルが低いチー
ムでは、インシーズン序盤の体脂肪率
や皮下脂肪厚値は高く、インシーズン
終盤にかけて低下し、LBMは変化し
なかったことも報告されている（3）。
　本研究の対象チームでは、インシー
ズン前半に週１～２回のレジスタンス
トレーニングと中盤に週２～３回のレ
ジスタンストレーニング（表３）を実施
したが、この期間の体重とLBMの変
化がなかった。インシーズンを通して
活動時間が低下傾向にあったにもか
かわらず、体脂肪率とSSTが低値で維
持されていたことは、食事摂取量が約
3,500kcalにコントロールされており、
レジスタンストレーニングをインシー
ズンを通して実施したことが影響して

いると考えられる。これらの結果から、
本研究で行ったレジスタンストレーニ
ングは、インシーズンにおいて筋量が
増加するまでのトレーニングプログラ
ムでなかったとも解釈できる。イン
シーズンでは、遠征や移動を含む試合
スケジュールや選手の体調に合わせて
トレーニング頻度や量、そして、ト
レーニング内容を決定していたので、
試合スケジュール上、これ以上トレー
ニング頻度を上げることは現実的に困
難であり、遠征時にはトレーニング環
境がない場合が多かったので、十分な
レジスタンストレーニングが実施でき
なかったことも筋量が増えなかった要
因として考えられる。本来、プレーオ
フで優れたパフォーマンスを発揮し、
チームとして望まれる結果を得るため
には、LBMを維持するより、むしろ
増加を目指すことが望ましいと思われ
る。一方、７月のオフシーズンで体
脂肪率とSSTが高かったことは、イン
シーズン終了後の長いオフシーズンの
期間が影響をし、トレーニング時間が
会社の業務により制限され、活動レベ
ルが低下したことが影響していると考
えられる。
　本研究において、アイスホッケー選
手は、インシーズンを通して体脂肪
率を10％前後に維持することは選手
個々のコンディショニングにとって重
要であると考えられる。また、競技レ
ベルを上げるためには、オフシーズン
でも適正なレベルに身体組成を維持す
る必要があり、加えて、インシーズン
では身体組成を維持しながら筋量を増
加させるだけのトレーニング量、頻度、
トレー二ング内容を今後検討し、コン
ディショニングの在り方を再考する必
要がある。◆
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表３　インシーズンのレジスタンストレーニングプログラム

インシーズン前半（10月～ 12月）：　強度　75～ 85％負荷

Day １ Day ２

スクワット（８, ８, ６） ハングクリーン（８, ８, ６）

デッドリフト（８, ８, ６） ベンチプレス（８, ８, ６）

アングルランジ（10, ８, ８） ダンベルロウ（10, ８, ８）

レッグカール or シングルレッグカール
（10, ８, ８）

ラテラルショルダーレイズ 
（10, ８, ８）

トライセップスエクステンション or ディップス
（10, ８, ８）

リストカール （10, ８, ８）

体幹エクササイズ１（５種目） 体幹エクササイズ２（５種目）

※「８, ８, ６」あるいは「10, ８, ８」は、１セット目/レップ数、２セット目/レップ数、
　３セット目/レップ数を示す。

インシーズン中盤（１月～２月）：　強度　80～ 90％負荷

Day １ Day ２a Day ２b
ハングクリーン#（６, ６, ６） パワークリーン#（６, ６, ６） ハングクリーン#（６, ６, ６）

スクワット（６, ６, 4） デッドリフト（６, ６, 4） アングルランジ（８, ８, ６）

ベンチプレス（６, ６, 4）
アップライトロウ or 

ショルダーシュラッグ（８, ８, ６）
インクラインベンチプレス

（８, ８, ６）

レッグカール（８, ８, ６）
ラテラルショルダーレイズ

（８, ８, ６）
レッグカール（８, ８, ６）

ベントオーバーロウ or 
ダンベルロウ （８, ８, ６）

アームカール （８, ８, ６） ラットプルダウン（８, ８, ６）

トライセップスエクステンション
or ディップス（８, ８, ６）

リストカール（８, ８, ６） シーティッドロウ（８, ８, ６）

体幹エクササイズ１（５種目） 体幹エクササイズ２（５種目） 体幹エクササイズ３（５種目）
♯パワートレーニングは40～５0％負荷で実施。
※「６, ６, ６」、「６, ６, 4」あるいは「８, ８, ６」は、１セット目/レップ数, ２セット目/レップ数, 
　３セット目/レップ数を示す。
※Day ２a＆Day ２b ：Day ２のバリエーションとして２つの異なるエクササイズを構築した。　
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