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1. はじめに
　ウィンドサーフィンとは、セールと
ボードを主とした専用の用具を使用
し、風がセールに沿って流れることに
より生じる揚力を主な動力として水面
を滑走するウォータースポーツであ
る。ウィンドサーフィン競技には、アッ
プウィンドレース（コースレース）、ス
ラローム、ウェイブパフォーマンス、
フリースタイルなどいくつかの種類が
ある。オリンピックでは、1984 年の
ロサンゼルス大会からセーリング競技
の一種目として登録されており、競技
者全員が共通の用具を使用して、水上
に設置されたスタートラインから一斉
にスタートしたのち、ブイ（マーク）の
回航を繰り返しながら規定のコースを
回り、ゴール着順を競うコースレー
スが行なわれている。2008 年の北京
大 会 か ら はNeil Pryde社 のRS：X艇

（セール：男子は 9.5 m2、女子は8.5 m2、
ボード：全長 2.86 m×全幅 0.93 m、重

量 15.5 kg）が使用されていることから
「RS：X級」とも呼ばれ、2020 年開催
の東京大会でもRS：X級が実施され
る。本稿では、現在オリンピックで採
用されているウィンドサーフィン競技

（RS：X級）の科学的研究および競技現
場での応用について記す。
　ウィンドサーフィンを含むセーリン
グ競技は、水上（海、湖、川など）の時々
刻々と変化する気象環境（風、水流、
波など）の中で行なわれるため、高い
パフォーマンスを発揮するためには、
帆走能力を高めるための身体能力や帆
走技術が求められることに加えて、風
向や風速およびそれらの変化に見合っ
た用具のチューニングを施す能力、風
向や風速の変化を見極めて、目標とな
るマークに他艇よりもいかに速く到達
できるかという戦略・戦術を考える能
力が必要となる。
　ウィンドサーフィン競技の帆走能
力は、帆走中の環境要因（風向・風

速）と、選手の帆走速度および帆走
角度を定量し、風向に対して有効と
な る 帆 走 速 度（ 図 1、Velocity Made 
Good：以下「VMG」）を用いて評価で
きる（5,10,11,12）。また、ウィンドサー
フィン競技に関する研究には、帆走
の航跡からレース分析を行なったも
の（4,9）、トップレベル選手の身体お
よび体力特性について検討したもの

（1,2,3,6,16,17,18）、パフォーマンス向
上に有効なトレーニングに関するもの

（4,12,14,15）などがある。これらの先行
研究で得られた知見はいずれも、競技
現場で選手やコーチが感覚的に理解し
ていることを定量・評価して整理する
上では有用であり、ウィンドサーフィ
ン競技のパフォーマンス向上の一手が
かりになると考えられる。しかしなが
ら、競技現場で選手をサポートしてい
る者の所感としては、レース順位に影
響を及ぼす要因は多様であるため（帆
走技術、身体能力、用具のチューニン

変わりゆくスポーツと科学 パート32



Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan 5

グ、戦略・戦術、自然環境など）、測定・
検討項目が限定された先行研究の知見
を、レース順位に直結させて考えるこ
とは難しいことが多々ある。そこで、
以降では、ウィンドサーフィン競技に
関する先行研究の内容を、パフォーマ
ンス規定因子別に整理するとともに、
選手をサポートする者の立場から見
た、それら先行研究の知見の有効性、
活用方法および注意点について述べる
こととする。

2. 帆走能力、レース分析、戦略・
戦術に関連する知見および取り組
みについて

（1）環境要因（風、水流など）の定量化
について

　ウィンドサーフィン競技にとって、
風向・風速の特徴や変化を捉えること
は重要であり、競技現場においてこれ
らは日常的に行なわれている。従来、
水上での風向や風速の計測とは、コー
チやサポートスタッフが選手を指導・
サポートする際に使用するインフレ
タブルボート（いわゆるエンジン付き
ゴムボート）を停止させた状態で、磁
気式マリンコンパスや携帯型風速計

（図 2 ）を用いて、その瞬間の風向・風
速を計測することであった。しかしな
がら、この方法では、移動中の計測お
よび連続的な計測ができないため、帆
走中の選手付近における風向・風速の
経時的な変化を捉えることができず、
パフォーマンス向上のための評価指標
としては十分であるとはいえない。そ
れに対し、近年、帆走中の選手を追走
しながら風向・風速を連続的に計測
し、リアルタイムで確認できる高精度
風向・風速計測システム（図 3：ノース
セールジャパン社製、日本）が開発さ
れた。このシステムを用いることによ
り、水上における選手の帆走能力を評

図 1　風上および風下方向への帆走におけるVMGの概念図

図 2　磁気式マリンコンパス（左）と携帯型風速計（右）

価した研究（10,11,12）や、オリンピッ
ク時のレースエリアの風向・風速の特
徴を検討した研究（8,11）がある。
　さらに最近では、この高精度風向風
速計測システムによる風向・風速デー
タのリアルタイム表示に加えて、水
流データ（流向・流速）を計測し、リア
ルタイム表示することも可能となっ
た。流向・流速は、選手の帆走速度や
VMGに影響を与えることから、水上
で帆走能力を評価する際や、レース時
の戦略・戦術を考える上で、水流デー
タのリアルタイム表示は非常に重要な
役割を果たす。現在では、これらの計

測システムと通信回線を組み合わせ
て、レースエリアの複数地点で同時に
計測している風向・風速および流向・
流速データをひとつの情報端末上でリ
アルタイムに閲覧できるようなシステ
ム開発も進められている。今後、この
ようなシステムは、レースエリア周辺
の地形や時間経過に伴う風向・風速や
流向・流速およびそれらの変化の特徴
を検討し、ウィンドサーフィン競技の
パフォーマンス向上を図る上で非常に
有用なデバイスになると考えられる。
ただし、このようなシステムを用いる
際には、データ補正のためのキャリブ
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レーションが必要不可欠になることに
留意しなければならない（10）（図 4 ）。
　以上のとおり、近年、ウィンドサー
フィン競技のパフォーマンスに影響を
及ぼす風向・風速や流向・流速などの
環境要因の定量化は、研究だけではな
く競技現場においても活用されつつあ
る。これまでウィンドサーフィン選手
は、時々刻々と変化する環境要因（風、
水流）と、帆走技術や用具のチューニ
ング、レース戦略・戦術などとを感覚
的に対応させてきたが、上記のシステ
ムを用いることにより環境要因を精度
良く定量化することは、パフォーマン
スの規定因子を整理する上で一助にな
ると考えられる。

（2）帆走能力の評価について
　先述したとおり、ウィンドサーフィ
ン競技における帆走能力の主要な評
価指標のひとつとして、VMGがある

（5,10,11,12）。VMGは、 選 手 にGlobal 
Positioning System（ 以 下「GPS」）を 装
着し、帆走中の位置座標（緯度、経度）
およびその変化を計測することによ
り、帆走速度および角度を算出し、風
向データを加味することによって求め
ることができる。オリンピック競技種
目としてのウィンドサーフィン競技、
すなわちコースレースでは、スタート
後に風上方向への帆走と風下方向への
帆走を繰り返すコース（図 5 ）が採用さ
れている。つまり、風向に対して風上
方向あるいは風下方向へ進んだ程度を
示すVMGは、この競技においてきわ
めて重要な指標であるといえる。しか
しながら、ウィンドサーフィン競技で
VMG（もしくは、VMGと概念が似た
指標）を用いて帆走能力を評価してい
る先行研究は限られている。
　例えば、Castagnaら（1）は、現在の
オリンピック艇種であるRS：X級と旧

図 3　高精度風向・風速計測システム

図 4　キャリブレーションの様子と結果

オリンピック艇種であるミストラル
級におけるパンピング（セールを煽り
ボードに推進力を与える動作）技術に
ついて検討した。その際、単なる帆走
速度ではなく、風上に設置されたマー
クへ到達するまでの所要時間および平
均帆走速度を評価した。彼らは、帆走

中の風向・風速データを取得していな
かったためVMGを評価していること
にはならないが、風上に設置された
マークに対してどれだけ早く到達でき
るかという考え方は、VMGと類似し
たVelocity Made good to Course（以下

「VMC」）といわれ、単純な帆走速度よ
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りも、ウィンドサーフィン競技の競技
特性を考慮した指標であるといえる。
　藤原ら（5）は、国内トップレベルウィ
ンドサーフィン選手の異なる種類のパ
ンピング動作時に、精度が高いとされ
るDifferential-GPS（他の基地局の正確
な位置情報により補正されたデータ
を受信できるGPS）を用いた計測を行
なった。彼らは、Differential-GPSによっ
て得られたデータ（帆走速度、帆走角
度）とパンピング試技中の平均風向に
よりVMGを算出し、パンピング試技
中に撮影した動画との関連性から、パ
ンピング動作の技術の違いについて検
討している。
　萩原ら（10）は、国内トップレベル
のウィンドサーフィン選手における
VMGの違いを、帆走速度と帆走角度
の両観点から検討することにより、選
手ごとの課題点およびそれに対する
改善策を提示している（図 6 ）。この研
究では、最もVMGの高かった選手と、
それ以外の 2 選手の帆走速度および帆
走角度を比較し、VMGを高めるため
には帆走速度あるいは角度どちらの要
因を改善することが重要であるのかと

図 5　ウィンドサーフィン競技で汎用されるコース図

図 6　国内トップレベルの選⼿におけるスピードテスト結果（10）
VMGの差を帆走速度および帆走⾓度との相互関係から検討している

いうことが検討されている。 
　これらの先行研究で検討されている
項目は、競技現場では従来から、同じ
エリアを複数選手で同時に帆走した際
の帆走角度、帆走速度およびVMGを
比較することで、日常的に選手やコー
チによって検討・議論されてきたも
のである。これらは、競技現場で「ス

ピードテスト」や「スピードトレーニン
グ」と称されるもので、風、水流、波
などの環境要因をほぼ同一にした条件
下で、各評価項目（VMG、帆走速度、
帆走角度）においてどの選手（艇）が一
番優れていたかという観点から帆走動
作や技術、用具のチューニング等を評
価している。このように、これまで競
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技現場で主観的・感覚的に試行錯誤さ
れてきた内容について、GPS等の機器
を用いて客観的なデータで示すことに
よって、今後は、より正確な指標での
評価が可能になると考えられる。実際
に現在では、GPS等を用いたVMGや帆
走速度・角度などの指標をリアルタイ
ムに確認できるシステム（11）が構築さ
れており、ナショナルチームをはじめ、
国内トップレベル選手の所属チームで
もこのシステムが導入されている。そ
のため、今後はさらに効率的・効果的
な指導法の確立が期待できる。一方で、
コスト面から考えると、誰でも簡易に
利用できるという段階にまでは至って
いないのが現状の課題であるといえ
る。 

（3）レース分析および戦略・戦術につ
いて

　現状のほぼすべてのコースレースで
は、最初に回航する第 1 マークは風上
に設置されている。ウィンドサーフィ
ンやヨットの特徴として、風向（風位）
へ真っ直ぐに向かって帆走することは
できず、風位に対して最大 45°程度の
角度までしか進むことができないた
め、方向転換を繰り返しジグザグに進
みながら第 1 マークに向かうことにな
る。そのため、各選手は自ら帆走する
方向・エリアを選択する（図 7 ）。各選
手は、レース時の風向・風速の変化や、
その他の環境要因（水流、地形、波など）
の特徴を考慮した戦略的要素と、他艇
に対する自艇の位置関係（有利な位置、
不利な位置）を考慮した戦術的要素の
両要素を、レース状況に応じて判断し
ながら帆走するエリアを選択してい
る。環境要因的に有利なエリアは、多
くの選手がそのエリアを帆走したいと
考え、そのエリアに向かう。したがっ
て、ウィンドサーフィン競技のレース

で上位を獲得するためには、他艇より
もいかに早く有利なエリアに到達でき
るかが重要となり、そのためには、高
い帆走能力だけではなく、優れた戦略・
戦術が必要になる。ウィンドサーフィ
ン競技の帆走能力については、前記（2）
で記したとおり、評価方法等が概ね確
立されつつある。それに対し、レース
時の戦略・戦術については評価方法が
十分には確立されていないが、様々な
視点から検討を試みている研究もわず
かながらある。
　藤原ら（4）は、レース順位と総帆走
距離との関連について検討し、レース
上位選手は下位選手に比べ、総帆走距
離が短いことを報告している。加えて、
萩原ら（9）は、特に風上方向への帆走
時に、上位選手は下位選手に比べ帆走
速度が高く、帆走角度が小さいことか
ら、VMCが高く、帆走距離が短くな
ると報告している。しかしながら、こ

れらの研究では、レース分析を行ない、
上位選手の帆走の特徴を報告している
に過ぎず、上位選手がどのような戦略・
戦術でレースを展開したのかという点
については不明である。
　ウィンドサーフィン競技は、水上の
非常に広範囲に及ぶエリアでレースが
行なわれるため、選手自身がレースエ
リアのどの辺りを帆走したのか、ある
いは上位選手がレースエリアのどこを
帆走したのか、といったことを正確に
捉えることは難しい。そこで、GPSを
用いてレース中の航跡情報を取得し、
レース後に陸上に戻ったのち、航跡情
報を鳥瞰的に閲覧する試みが行なわれ
ている（4,11）。藤原ら（4）は、レース時
の航跡を選手に視覚的にフィードバッ
クすることにより、同一レースエリア
での総帆走距離が短くなり、戦略・戦
術の向上に役立つことを示唆してい
る。また、萩原らの研究（9,11）では、

図 7　レース時の様々な局面における各選⼿の航跡を示す鳥瞰図（9）
レース中の帆走エリア、スタート時およびマーク回航時のポジショニングなどを鳥瞰的

に表示しており、各選⼿のレースの反省やルール学習に活用されている
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航跡の表示に加えて、スタート局面で
の簡易分析（スタートラインに対する
自艇の位置など）やルール学習のため
にも活用している（図 7 ）。これらの研
究で用いられている各選手の航跡を鳥
瞰的に視覚化する試みは、選手のレー
ス中の戦略・戦術を詳細に再現できる
だけではなく、選手自身の学習効果を
高められる可能性がある。しかしなが
ら、これらの評価方法を用いても、ど
のような戦略・戦術が優れているのか
という点については明らかにできてい
ない。
　これらの研究は、レース時の戦略・
戦術に関連するものではあるが、レー
ス中のある一部分のみを評価している
に過ぎず、レース全体の総合的な評価
方法の確立には至っていない。その理
由のひとつとして、ウィンドサーフィ
ン競技の 1 レースの所要時間が関連し
ていると考えられる。ウィンドサー
フ ィ ン 競 技 は 1 レ ー ス あ た り 20 ～
40 分を要し、その間、時々刻々と環境
要因は変化し、また、それに伴い他艇
と自艇の相対的位置関係も変化する。
そのため、戦略・戦術は、スタート前
に立てるだけではなく、レース中の状
況変化に応じて、いつ・どこで・何を・
どのように行動するのか、といった複
雑な判断が求められるからであろう。
　また、レースエリアでは環境要因が
時々刻々と変化することから、レース
エリアにおける環境要因の変化の特徴
を捉えることは、優れたレース戦略・
戦術を立てる上で重要となる。このよ
うな観点から、ロンドン大会（ 2012 ）
やリオデジャネイロ大会（ 2016 ）で日
本チームは、事前にレースエリアの風
および水流調査を実施した（8,11）。こ
れらの取り組みによって得られた情報
は、オリンピック本番において優れた
レース戦略・戦術を立てる上で有用な

資料となるようまとめられ（図 8 ）、オ
リンピック日本代表選手の事前練習時
に提供された。また、近年のオリンピッ
ククラスの主要国際大会では、大会主
催者からGPS装着を義務付けられるこ
とが多い。そのような場合、レース後
にレース時の航跡を閲覧できることが
多いため、こういったデータも活用で
きる。

3. 身体・体力特性と体力向上に関連
する知見および取り組みについて

（1）海外選手および国内トップレベル
の選手における身体・体力特性につ
いて

　ウィンドサーフィン競技選手の身体
特性について詳細に検討した研究はな
いものの、ウィンドサーフィンに関す
る先行研究における対象者の身体特性
は、男子選手では、身長および体重が
それぞれ 180.3±4.8 cm・72.5±3.8 kg

（2）、178.0±5.0 cm・75.4±3.7 kg（1）、
176.0±6.1 cm・67.2±4.1 kg（6）で あ
ることから、ウィンドサーフィン選手
の身長は 170 cm台後半から 180 cm程
度、体重は 60 kg台後半から 75 kg程度
が多いことが予想される。しかしなが
ら、様々な競技レベルにおける選手の

データの平均（および標準偏差）から、
一流競技選手の身体特性を推し量るこ
とは難しい。そこで、リオデジャネ
イロ大会（ 2016 ）に参加したウィンド
サーフィン競技男子選手の身長および
体重の公表データを基に、全出場選手、
トップ 10 選手、およびトップ 3 選手
の平均±標準偏差を算出すると、全出
場選手では 180.6±6.2 cmおよび 72.5
±3.6 kg、トップ 10 選手では 183.5±
3.4 cmおよび 73.3 kg、トップ 3 選手で
は 185.7 cmおよび 72.7 kg（トップ 3 選
手データについては母数が少ないため
標準偏差は記載しない）となる。これ
らのデータは、RS：X級におけるタレ
ント発掘等を行なう上での適正身長や
適正体重の有用な情報になりうる。ま
た、競技レベルが高くなるにつれ平均
身長は高かったが平均体重は概ね同等
であったことは、体重コントロールの
指導を行なう上でも有用な情報となる
であろう。同様の現象は、ウィンドサー
フィン以外のセーリング競技でも確認
できる。したがって、体重を適切にコ
ントロールすることが、セーリング競
技で高いパフォーマンスを発揮する上
で重要であることが示唆される。一方
で、身長や四肢（腕や脚）の長さなどの

図 ８　リオデジャネイロオリンピック時のレースエリアにおける風と水流の特徴（8）
風の傾向図では、風の曲がり方（ベンド）や風速の高い場所などの特徴が読み取れる。

水流の傾向図では、場所によって水流の流速と流向が異なることが読み取れる。
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コントロールはできないため、トップ
選手と比較して身長が低い、あるいは
四肢が短い選手については、高身長お
よび四肢が長い選手の技術等を参考に
するばかりではなく、体格を考慮した
技術や用具のチューニング方法等を独
自に創出・習得する必要があるともい
える。
　RS：X級以前のオリンピッククラ
スも含めウィンドサーフィン競技
は 1 レースあたり 20 ～ 40 分を要し、
いかなる風速環境下でもパンピングが
認められているため、ウィンドサー
フィン競技選手には高い有酸素性作
業能力が必要とされる（3,14-18）。ま
た、セールサイズが 7.4 m2であった旧
艇種（ミストラル級）からセールサイ
ズが大きなRS：X級（男子 9.5 m2、女
子 8.5 m2）に変更されたことにより、
より高い有酸素性および無酸素性作業
能力が必要になることも報告されてい
る（1）。ウィンドサーフィン競技の運
動強度を高める要因のひとつであるパ
ンピングの動作は、下肢の伸展動作と
上肢のプル動作を効率的に連動して行
なうことによって高いパワーを発揮
し、セールを大きくかつ素速く煽るこ
とでボードに推進力を与える。そのた
め、全身の筋力を高めることの重要性
も述べられている（13）。つまり、ウィ
ンドサーフィン競技におけるパフォー
マンス向上に関連する体力要因として
は、有酸素性作業能力、無酸素性作業
能力および全身筋力（特に下肢から上
肢への連動によるパワー発揮）と多岐
にわたると考えられる。
　ウィンドサーフィン競技は、用具の
性能差が限りなく小さくなるよう、競
技者全員が共通の用具を使用する「ワ
ンデザイン」と呼ばれるルールの下で
実施される。したがって選手は、規格
化された用具に対して、自らの体格（主

に体重）や体力（有酸素性および無酸素
性作業能力、全身筋力）を適合させる
必要がある。また、容易には埋められ
ない体格（特に身長および腕・脚の長
さなど）の差については、それを考慮
した独自の技術やチューニング方法等
を検討する必要があるであろう。

（2）強化指定選手（以下「ナショナル
チーム」）のフィットネスチェック

（体力評価）について
　ウィンドサーフィン競技の選手と
コーチは、パフォーマンスの向上を図
る上で体力強化は必要不可欠であると
考えており、水上でのトレーニングと
は別に補強トレーニングを実施する重
要性を指摘している。日本セーリング
連盟オリンピック強化委員会医科学ス
タッフを務める著者（萩原）は、前項に
記した体力特性に関する先行研究の内
容と、ウィンドサーフィンを含むセー
リング競技の強豪国であるイギリス
チームのローイングエルゴメーターを
用いたトレーニング報告（7）を参考に、
フィットネスチェックの項目を検討し
てきた。現在では、ナショナルチーム
に対して、「体組成（体脂肪率）」、「ロー
イングエルゴメーターを用いた有酸素
性作業能力テスト（ 2,000 m漕時のタイ
ム、最高酸素摂取量、最高血中乳酸濃
度）」、「無酸素性作業能力（ 30 秒全力
漕時の最高パワーおよび平均パワー、
最高血中乳酸濃度）」、「ランニングト
レッドミルを用いた乳酸カーブテスト

（ 2 mmol/ℓ、4 mmol/ℓ時の走速度と
心拍数）」といったフィットネスチェッ
クを定期的に実施している。
　前項で記したとおり、ウィンドサー
フィン競技では体重を適切にコント
ロールする必要があるため、体組成（体
脂肪率）に着目し、除脂肪体重と脂肪
量の変化量を確認した上で、各選手が

実施している体重調整の方向性が正し
いのかを評価している。
　ローイングエルゴメーターを用いた
有酸素性および無酸素性作業能力の評
価は、ウィンドサーフィン競技では
全身を用いて最終的に上肢でのプル動
作でパワー発揮を行なう場面が多く、
ローイング動作とウィンドサーフィン
競技のパンピング動作が類似している
という理由から採用している。また、
最近では、一般のトレーニングジムで
もローイングエルゴメーターが備わっ
ていることが多く、2,000 m漕タイム
や 30 秒全力漕パワーといった項目で
あれば、選手自身でも測定できること
も利点と考えた。さらに、選手が日常
的に実施しているトレーニングプログ
ラムの中に盛り込めば、定期的に体力
強化の状況が把握できる可能性もある
と考えた。
　ランニングトレッドミルを用いた乳
酸カーブテストは、海外遠征先時など
陸上でのトレーニング環境が十分では
ない状況においても、目標とする運動
強度での心拍数を参考にランニングが
できるように実施している。またラン
ニングはアスリートにおける全身運動
の基本動作になることも、項目として
採用した理由のひとつである。 
　一方で、特殊な測定機器を用いずに
実施できるフィットネスチェックとし
て「腕立て伏せ」、「斜懸垂」、「上体起
こし」、「立ち幅跳び」、「反復横跳び」、

「シャトルラン」も実施している。これ
らは、ウィンドサーフィン競技に特化
したフィットネスチェックとしてでは
なく、アスリートとしての基礎体力（筋
力、筋持久力、俊敏性、調整力、全身
持久力）のチェックを行なうために実
施している。また、これらの項目は、
主にユース世代の強化合宿やトライア
ウトなどで実施しており、ナショナル
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チームの選手の測定結果を目標値とし
て提示することにより、補強トレーニ
ング実施の動機付け・意欲向上といっ
た目的も兼ねている。

（3）体力向上のための補強トレーニン
グについて

　ウィンドサーフィン競技の競技力向
上のための補強トレーニングとして
は、3.（1）に記したとおり、体重を適
切にコントロールしながら、有酸素性
および無酸素性作業能力や全身筋力を
高めるプログラムが必要である。萩原
ら（15）は、オリンピック代表選手がオ
リンピック本番に向けて実施した補強
トレーニング内容として、基礎的な
体力向上を目的とした①ウェイトト
レーニング、②サーキットトレーニン
グ、③ローイングエルゴメーターを用
いた有酸素性トレーニングを挙げてい
る。当然のことながら、詳細なトレー
ニングプログラムについては、各選手
に不足している体力要素により異なる
が、ウィンドサーフィン競技の適正体
重や十分な筋力および有酸素性能力を
獲得するまでは、ウェイトトレーニン
グを通年、有酸素性トレーニングを長
期的に実施することが提唱されている

（13）。また、ウィンドサーフィンの研
究を行ない、かつ、競技現場でサポー
トスタッフを務めている著者と、ト
レーニング指導の専門家とで協議した
ところ、競技力向上のための補強ト
レーニングとしては、ウェイトトレー
ニング等による筋量および筋力の向
上、高いパワー発揮のための基本動作
の改善、および有酸素性能力の改善を
目的に実施していくことが望ましいと
いう見解に至った。これらの目的に見
合ったトレーニングを継続して取り組
むことは、除脂肪体重の増加や体脂肪
率の低下による適切な体重コントロー

ル（増量、維持、減量）、基本動作の改
善に伴うウィンドサーフィン競技にお
ける専門動作の改善などだけではな
く、水上トレーニングやレース時の
傷害予防等にも寄与すると考えられ
る。また、陸上での補強トレーニング
は、悪荒天などの理由により水上での
トレーニングが行なえない場合でも実
施できるため有用である。さらに、基
本動作の改善により、選手が帆走技術
を改善する際に、指導者が指示・意図
することを容易に実行・再現できる能
力が向上する可能性がある。一方で、
海外のトップレベルの選手には、陸上
で補強トレーニングをほとんど実施し
ない選手もいることが報告されている

（15）。これは、ウィンドサーフィン競
技に必要な体力は水上トレーニングの
みで十分に獲得できるという考え方に
基づいていると思われるが、この点に
ついては今後のさらなる検討が必要で

ある。 
　海外トップレベルの選手と同等、も
しくはそれ以上の体力特性を有してい
る選手に対しては、オリンピックなど
の主要大会に向けたピーキングやテー
パリングといった考え方を取り入れな
ければならない。Hagiwaraら（12）は、
オリンピック代表選手に対して、オリ
ンピック前にローイングエルゴメー
ターを用いたスプリントインターバル
トレーニング（高強度間欠的トレーニ
ング）を行なった結果、トレーニング
前後で無酸素性作業能力および最大下
運動時の有酸素性作業能力が改善し、
パンピング中および休息中の心拍数が
低下した（同運動時の心肺系への負荷
が軽減された）ことを報告した（図 9 ）。
この結果は、パンピング時の呼吸循環
系（心肺機能系）の負荷が軽減したこと
を意味しており、陸上での補強トレー
ニングが、水上でのウィンドサーフィ

図 9　水上でのパンピングに対するスプリントインターバルトレーニングの効果（12）
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ン競技のパフォーマンスに効果的で
あったことを示唆している。
　陸上（コントロールされた環境）での
補強トレーニング（ウェイトトレーニ
ング、サーキットトレーニング、有酸
素性トレーニングなど）は、計画的お
よび継続的に適切な手法で実施すれ
ば、確実に体力向上が期待できること
から、ウィンドサーフィン競技に必要
な除脂肪体重と体脂肪量の増減による
体重調整および体力獲得の一助になる
と考えられる。

4. おわりに
　本稿では、現在オリンピックに採用
されているウィンドサーフィン競技

（RS：X級）について、ウィンドサーフィ
ン競技に関する先行研究の内容を、パ
フォーマンス規定因子別に整理すると
ともに、選手をサポートする立場から
見た、それら先行研究の知見の有効
性、活用方法および注意点について述
べた。前述したとおり、この競技にお
いて高いパフォーマンスを発揮するた
めには、「帆走能力および技術」、「レー
ス時の戦略・戦術の思考力」、「競技に
必要な体力」といった要因に関連する
能力を総合的に高める必要があること
を理解していただけたかと思う。
　それ以外に、競技現場では、競技レ
ベルの高い選手とトレーニングできる
環境・関係を構築し、選手の帆走能力
やレース時の戦略・戦術などを比較・
評価することがパフォーマンス向上の
ために必要であると考えられている。
ヨーロッパなどへの海外遠征では、各
国トップレベルの選手が参加する大会
の最終結果から現在の自分のレベルを
知ることはもちろんのこと、競技レベ
ルの高い海外選手との練習を通して、
日本人各選手の課題を見出し、課題克
服のための改善策を考案することも重

要な目的となる。そして、海外遠征後、
課題克服のための改善策を検証してい
く上で、これまで選手やコーチが感覚
的に行なってきた評価に加えて、本稿
で示したような定量化による客観的な
評価を積極的に活用することにより、
より効果的かつ効率的にパフォーマン
スの向上を望める可能性がある。その
ためには、選手やコーチとサポートス
タッフ（研究者、科学スタッフなど）と
がより密接に連携して取り組んでいく
必要があろう。◆
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