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ノルディックスキーのレースは、あ

らゆるスポーツの中でも最も肉体的に

過酷であると考えられている。起伏が

あり、圧雪された（時にはアイスバーン

の）コースで行われる15kmと30kmの

レースでは、強い精神力はもちろん、体

力やスタミナが真に試される。ノルデ

ィックスキー選手は、体脂肪が少なく、

高い最大酸素摂取量（V
・・

O 2max）を有

し、爆発的な筋力を備えているという

特徴がある。Dr. Olaf Astrandが行っ

た、エリートアスリートを対象にした

V
・・

O 2maxの調査において、ノルディッ

クスキー選手が最高値を記録した。彼

らの身体能力は、競技種目に高度に適

応した結果を表している。

ノルディックスキーは、筋力と同時

に優れた心臓血管系能力が要求される、

激しいパワー／持久系競技である。ノ

ルディックスキー選手にとって、筋力

は主にパワー産生のために重要である。

パワーは、上り坂や下り坂、そして平

坦なコースを全力でスケーティングす

る際に必要となる。ノルディックレー

スにおける身体的、技術的な要求は、

アルペンスキーでは行わないコンプレ

ックス・クロストレーニングの必要性

を示している。
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三角筋

上腕三頭筋

ノルディックスキー選手には、長時

間力を発揮するための有酸素性能力と、

坂道に挑んでいる時や、レース終盤の

スプリントのための無酸素性能力が必

要である。

ノルディックスキー選手には、優れ

たフィジカルコンディションとともに、

秀でたテクニックが必要である。テク

ニックは、エネルギーを節約し、スピ

ードを最大限に引き出すカギとなる要

素である。非常にテクニカルで、身体

要求の高い最近のスケーティング技術

に合わせて、筋力の強化に重点を置く

必要が出てきている。スケーティング

走法は、従来のダイアゴナル滑走には

動員されない筋群や関節の関与が必要

とされる。

以下に述べるダイアゴナル滑走とス

キースケーティング技術の運動学的分

析によって、効果的なストレングス＆

コンディショニング（S&C）プログラム

の基本的な枠組みを構築できるであろ

う。

ノルディックスキーの概要

ダイアゴナル滑走

ダイアゴナル滑走（図１および図２）

は、基本的に腕を交互にスイングしな

がらストックを突き、前脚の膝をわず

かに屈曲しながら交互に足を前に滑り

出させる（左右のスキーはお互いに平行

な状態を保つ）。早いペースで歩くよう

に両腕をスイングする。右足を前に出

す時には、左腕が同様に前方に振られ

る。前方の腕をわずかに曲げ、しっか

りとストックを突けるくらい高くし、次

いで地面と平行な高さに来るまで後方

へ振る。

キック‐ポール‐グライド

前方への推進力は、主に後ろ足の力

強い押し出しとキックによってもたら

される。後方に蹴った足はすぐに持ち

上げられ、体重を前足に乗せて直ちに

滑走へと移行する。バランスは、後ろ

脚をつま先まで十分に伸ばし、重心を

前方のスキー板の真上に保つことで維

持される。力強いストック動作（シング

ルまたはダブル）も推進力の一因となる。

スキースケーティング走法

ノルディックスキー選手は、スキー

スケーティング走法（図３および図４）

によって、より大きなスピードを得る
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図2 ダイアゴナル滑走
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ことができる。しかし、ダイアゴナル

滑走よりもさらに股関節と脚部の筋力

を必要とし、轍を通ることによる助力

を得ることができない。スキースケー

ティングは、正面や後方への動作では

なく、側方への動作に依存する。斜め

後ろにキックした脚は、持ち上げられ

て元の位置へ戻る。推進力は、脚の押

し出しによってスキーのインサイドエ

ッジから生まれる。スキーが前に戻っ

て、体重が足全体に移されてから効果

的な滑走が起こる。膝は、スキー板が

接地する時には板の真上に位置してお

り、滑走を導くように働く。

スケーティングのバランスとスピー

ドには、適切なストック動作が必要で

ある。ストックは、常にスキーヤーの

進行方向に突くようにする。体がター

ンし、膝と足首が内側に向いてから初

めてストックが突かれる。

スケーティングにおける理想的なス

トック動作を以下に示す。まず滑走状

態になった時、そのスキーの真上に膝

が位置している状態で体重が片足全体

に乗る。ストック動作は、ストックを

突く力強い腕の動きから始まる。スト

ックを突いた後、腕が膝の外側を通過

するまで肩関節が伸展し、両肩が次の

方向にターンする。肩関節は伸展を続

け、斜め後方へのキックが始まる。脚

で蹴りだすたびに、上半身全体は新た

な向きへ伸ばされる。これにより、完

全な体重移動と方向転換が行われ、次

いでスキーヤーはストックを突く方向

に滑走をする。

動作分析

ノルディックスキーは、上半身及び

下半身の多くの大筋群が関与する全身

スポーツである。バイオメカニクス的

に、ダイアゴナル滑走とスキースケー

ティングは、使われる筋群と関節に顕

著な違いが存在する。しかし基本的に

は、どちらもキック動作とストック動

作の２つの局面に分けることができる。

それぞれの局面のバイオメカニクス的

分析の比較は、以下の通りである。

キック動作

ダイアゴナル滑走：ノルディックスキ

ーの主な運動力学的パワーは、脚での

キック動作によってもたらされる。ダ

イアゴナル滑走でのキック動作は、ス

ケーティングに比べると複雑ではない。
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図3 スキースケーティング（正面）

図4 スキースケーティング（横）
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図3A 右膝関節（正面）
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基本的には、力強いキック動作によっ

て、母趾球が下方および後方へ押す力

が推進力になる。足の動作は常に、前

後の真っ直ぐな動きである。キックの

力強いパワーは、腹筋群および脊柱起

立筋の筋力はもとより、力強い股関節

伸展（大殿筋、ハムストリングス）、膝

の伸展（大腿四頭筋）、そして足関節の

底屈（腓腹筋、ヒラメ筋）によってもた

らされる。滑走のためにスキーを前方

へ運ぶ際、パワフルな股関節屈曲（腸腰

筋と大腿直筋）は、強い力で膝を屈曲

（ハムストリングス）させる。

スケーティング：スキースケーティン

グでは、股関節の動作にさらなる重点

が置かれる。これは、脚の動きが前方

や後方ではなく、横方向への動作が主

になるためである。蹴り脚は外旋し、

横、または斜め後方へのキック動作に

よるスケーティング局面が起こる。次

に、股関節のスイング動作によって脚

を前方へ戻すリカバリー局面が続く。こ

の全体の動作には、股関節の外転と外

旋が必要である。

スケーティング動作、パワーの移行

局面、および滑走局面において主に動

員される筋群は、股関節の外転筋群

（中殿筋、小殿筋、大腿筋膜張筋）と外

旋筋群（殿筋群、梨状筋、内閉鎖筋、上

双子筋、下双子筋、大腿方形筋）であ

伸筋である。

陸上でのストレングス＆コンディショ

ニング

ノルディックスキーのための陸上で

のコンディショニングプログラムを成

功させるには、自転車トレーニングを

元に、クロストレーニングの概念を組

み込む。前述したように、ノルディッ

クスキーのレースはパワー／持久系競

技である。この競技のパフォーマンス

には、動的な筋力と筋持久力の融合、

つまりパワー持久力が要求される。パ

ワー持久力は、レース中に、四肢を高

速で動かし続ける能力と言い換えるこ

とができる。しかし、パワー持久力を

最大限に引き出すためには、高レベル

の心臓血管系能力が必要である。

そのため、陸上でのトレーニングは、

る。力強い膝の伸展（大腿四頭筋）と股

関節の屈曲（大腿直筋、腸腰筋）は、ス

ケーティング局面における運動エネル

ギー産出のために必要である。また、ス

キーを持ち上げて、前方の所定の位置

に戻すためにも必要である。内側側副

靭帯（膝の内外反を防ぐ内側の靭帯）も、

スケーティングにおける膝の伸展と捻

転に対して重要な役割を果たしている。

ストック動作

ダイアゴナル滑走とスケーティング

走法のどちらでも、ストック動作に関

与する上半身の主な筋群（図６）は、三

角筋後部、広背筋、上腕三頭筋、そし

て僧帽筋といった、肩甲帯周辺の筋群

である。ストック動作において重要な

前腕の筋群（図５）は、長橈側手根伸筋、

総指伸筋、尺側手根伸筋、そして示指

広背筋

腹直筋

大腿直筋

総指伸筋

長橈側手根伸筋

尺側手根伸筋

上腕三頭筋

三角筋

大腿四頭筋

腓腹筋

ヒラメ筋

三角筋

図5 ストック動作に動員される前腕の筋群 図6 スキースケーティング
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パワー持久力と有酸素性能力を同時に

獲得することに焦点を向ける必要があ

る。これは、基礎筋力期、パワー持久

力期、パワー維持期（テーパリングも含

む）、および積極的休養期の４つのサイ

クルから成る、１年を通じたクロスト

レーニング・プログラムによって達成

される。

基礎筋力期

・オフシーズン（夏季）

・期間：12～13週間

・ウェイトトレーニング：やや高い強

度で多量

・一般的フィジカルトレーニング

（General Physical Training：

GPT）：やや高い強度

・主な目的：除脂肪体重の増加、体脂

肪の減少。全身の筋力およびGPTの

強化

ウェイトトレーニングでの要点

可動域全体を使った多関節エクササ

イズ

コアエクササイズ：ベンチプレスまた

はインクラインプレス、パワークリー

ン、パワープル、スクワット（フロント

およびバック）、レッグプレス

補助エクササイズ：フロント／サイド

レイズ、トライセップスエクステンシ

ョン、フロント・ラットプルダウン、レ

ッグカール、カーフレイズ、ベントオ

ーバーロウ、バックエクステンション、

ランジ、エラスティックバンドを用い

たスタンディング・レッグアブダクシ

ョン、ローテータリー・レッグリフト、

エラスティックバンドを用いたショル

ダーエクステンションとトライセップ

スエクステンション

一般的フィジカルコンディショニングの

エクササイズ

ノルディックスキーに特異的な、有

酸素系を重視したエクササイズ。自転

車、ローラースキー、ノルディック・

トラック・スキーエクササイザー、ヒ

ルスプリント走

生理学的に、基礎筋力は筋の収縮力

と関節固定の能力を指す。筋力の向上

は、ノルディックスキーのバイオメカ

ニクスに効果的な力も向上させ、結果

的にスキーヤーの能力が改善する。し

かし、最も重要なことは、基礎筋力は

パワー持久力の基盤になるということ

である。下記の公式が、この概念を表

している。

［基礎筋力×筋持久力＝パワー持久力］

ノルディックスキーは全身を使う競

技であるため、ほとんど全身の筋群を

強化する必要がある。前述の概略、お

よび表２に示した全身のエクササイズ

によって、最適な効果が得られる。

トレーニングの強度

基礎筋力期のトレーニング強度は、

日によって異なる。表１に、高負荷日、

中程度の負荷日、低負荷日の週間ワー

クアウトスケジュールを使用したフォ

ーマットを示した。

自転車とローラースキー

ノルディックスキーのための筋力、有

酸素性パワー向上を目的としたクロス

トレーニングにおいて、自転車とロー

ラースキーは、コンディショニングプ

ログラム全体の成功のためには不可欠

である。これらは、陸上でのトレーニ

ング効果を、極めて容易に雪上へと移

表1 基礎筋力期 のトレーニング強度

高負荷日

中程度の負荷日

低負荷日

コアエクササイズ

％１RM

90～95

80～85

65～75

レップ　

4～5

6～8

10

セット＊

3

3

3～4

＊ウォームアップセットは含まない
補助エクササイズは10～15レップ実施する。
ベンチプレスは1.87～3.73kg、スクワットは5.6～7.46kgを、1週間おきに高負荷および中負荷日の両日で増加させる。補助エクササイズでは適度にウェイトを増加さ
せるが、少なくとも8レップ、最大で15レップを常に維持すること。
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表2 基礎筋力期

月　曜

（高負荷日）

1．ウォームアップ

ストレッチ

ステーショナリー

バイク

5分

2．ベンチプレス

3．パワークリーン

4．バックスクワット

5．ハンマーカール

6．トライセップス

エクステンション

7．フロントレイズ

8．バック

エクステンション

ローラースキー

ノルディックトラック

30～45分

火　曜

1．ウォームアップ

ストレッチ

2．バンドを用いた

アームエクササイズ

3．バンドを用いた

レッグエクササイズ

4．カーフレイズ

5．アブドミナル

クランチ

自転車トレーニング

（インターバルおよび坂で

のトレーニング）

45～60分

水　曜

（低負荷日）

1．ウォームアップ

ストレッチ

ステーショナリー

バイク　　　　

5分

2．インクライン

プレス

3．ハイプル

（ハングポジション）

4．レッグプレス

5．ランジ

6．バック

エクステンション

ノルディックトラック

30～40分

木　曜

火曜と

同様

自転車トレー

ニング

スピード練習

60分

ローラースキ

ー　30分

金　曜

（中負荷日）

1．ウォームアップ

ストレッチ

ステーショナリー

バイク

5分

2．ベンチプレス

3．パワースナッチ

4．フロントスクワット

5．ハンマーカール

6．トライセップス

エクステンション

7．フロントレイズ

8．バック

エクステンション

ノルディックトラック

30～45分

土　曜

自転車

トレーニング

80～120km

日　曜

休息

（トレーニング強度は表１を参照）

表3 パワー持久力期

月　曜

インターバル・ウェイ

トトレーニング

１週おきに基礎筋力期

の高負荷トレーニング

を行う

ローラースキー

45分

火　曜

1．ウォームアップ

ストレッチ

2．バンドを用いた

アームエクササイズ

3．バンドを用いた

レッグエクササイズ

4．カーフレイズ

5．アブドミナル　

クランチ

ノルディックトラック

45～60分

水　曜

自転車トレーニング

（インターバルおよび坂

でのトレーニング）

木　曜

インターバル・

ウェイトトレー

ニング

金　曜

火曜と同様

自転車トレーニング

スピード練習60分

ローラースキー

30分

土　曜

休息

ノルディック

トラック

45～60分

日　曜

自転車

トレーニング

80～120km
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行させる。

自転車は、スキースケーティングの

ようにパワー／持久系スポーツであり、

ランニングよりもノルディックスキー

に特異的である。特に立ち漕ぎや登り

坂は、スケーティング動作とよく似て

いる。下方へのペダルの踏込みは、ス

ケーティングやダイアゴナル滑走での

下方への強いキック動作と同様である。

同じく、トウクリップを使ったペダル

の引き上げは、スキーの先端を持ち上

げる動作を模倣している。

自転車トレーニングの成果を最大限

にインシーズンまで持ち越すためには、

自転車競技選手と同じくらいのトレー

ニングが必要である。事実、多くのト

ップランキング選手は、一流の自転車

競技選手でもある。これは、これらの

競技は類似しており、互換性があると

いう証拠である。夏季および秋季にお

いて、ノルディック選手は、長距離走

（80～120km）、インターバルトレーニ

ング、スピードトレーニング、および

ヒルクライムを含め、週にかなりの距

離（数百km）自転車に乗る必要がある。

自転車では、スキースケーティング

で見られる股関節の外旋は起こらない

が、ローラースキーでは起こっている。

自転車と同様に、ローラースキー・プ

ログラムでは、30～40分間の、多様な

有酸素性および無酸素性エクササイズ

を行う。表２では、自転車とローラー

スキーを、どのように全体のS&Cプロ

グラムに組み込むかについて示した。

同様にノルディック・トラック・ス

キーエクササイザーも、強度の高い有

酸素性トレーニングを課すには効果的

なトレーニング機器である。ノルディ

ックスキーにおける上半身と下半身の

動作の両方を模倣することで、ダイア

ゴナル滑走のテクニックをトレーニン

グすることができる。

パワー持久力期

・プレシーズン（秋季）

・期間：８週間

・ウェイトトレーニング：高強度、多

量

・GPT：高強度

・主な目的：ハイレベルのパワー持久

力の強化、有酸素性コンディショニ

ング、およびスキーテクニックの向上

ウェイトトレーニングでの要点

基礎筋力期の完了に伴い、トレーニ
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ングの重点は、パワー持久力と有酸素

性能力の最大化に移行する。これを達

成する最も有効な方法は、インターバ

ル・ウェイトトレーニング（Interval

Weight Training： IWT）である。IWT

は、筋持久力と無酸素性パワーの両方

を、効果的にトレーニングできる可能

性がある。無酸素性作業閾値に達する

時間を遅らせることで、高い回復能力

を達成することができる。回復率が早

いと、最適な強度でトレーニングを行

うことができ、ワークアウト間の回復

表4 ノルディックスキーのためのインターバル・ウェイトトレーニング

1．ウォームアップ：5分間の有酸素性運動－ステーショナリーバイク（SB）；および
ノルディックトラック（NT）

2．ベンチプレス、またはインクラインプレス
セット1－50％１RM×15レップ

最大心拍数の90％でSBトレーニング3分
休息90秒

セット2－60％１RM×15レップ
最大心拍数の90％でSBトレーニング3分
休息90秒

セット3－70％１RM×12～15レップ
最大心拍数の90％でSBトレーニング3分
休息90秒

セット4－70％１RM×12～15レップ
最大心拍数の90％でSBトレーニング3分
休息5分

3．バックスクワット、またはフロントスクワット
セット1－50％１RM×15レップ

最大心拍数の90％でNTスキー3分
休息2分

セット2－60％１RM×15レップ
最大心拍数の90％でNTスキー3分
休息2分

セット3－70％１RM×12～15レップ
最大心拍数の90％でNTスキー3分
休息3分

セット4－70％１RM×12～15回
最大心拍数の90％でNTスキー3分
休息5分

4．インターバル・サーキット・ウェイトトレーニング
種目間に60秒の休息を取り8～30レップ行う
1．ハングクリーンまたはクリーンプル：8～10レップ
2．スイング・ダンベルカール：30レップ
3．トライセップスエクステンション：20レップ
4．フロントレイズ：20レップ
5．NTスキー：最大心拍数の90％で3分漕ぐ。
3分の休息を取り、サーキット2～3回繰り返す

注意事項
1．ベンチプレスでは1.87kgを、スクワットでは3.73kgを、1週間おきに増加させる
2．休息中は周囲を歩き、ストレッチも行う
3．コアエクササイズでの次のセットを開始する前に心拍数110を下回らないこと
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もより早くなる。

これによって、レースでのパフォー

マンスを、全体的に強く、コンスタン

トに発揮できるようになるであろう。パ

ワー持久力向上のためのIWTトレーニ

ングプロトコルを、表３および表４に

示した。

パワー維持期

・競技シーズン

・期間‥16～18週間

・ウエイトトレーニング‥高強度、少

量

・週２回のワークアウト

・主な目的：有酸素性パワーを最大に

し、筋力と筋持久力を維持する

ウェイトトレーニングでの要点

この段階の目的は、筋の能力を高レ

ベルに維持することである。トレーニ

ングは週２回にする。多くのレースは

週末に開催されるため（表５参照）、月

曜は軽度の運動による回復日に当てる。

トレーニング強度は、65～75％1RM

で、10～12レップを３セットとする。

木曜のワークアウトは極めて高負荷に

し、コアエクササイズは80～90％1RM

で、４～５レップを２～３セット実施

する（ウォームアップセットは含めない）。

重要なレースは週末に組まれるため、月

曜と木曜のワークアウトを繰り返す。

テーパリング

・期間：２週間

・低強度から中程度、少量。すべての

トレーニングに適用する。

・主な目的：重要な選手権大会に向け

て、メンタル面とフィジカル面をピ

ークにする

トレーニングでの要点

目標は、ノルディックスキーレース

のためのスピードとパワーに集中する

ことである。スキーの競技シーズンは

長く、身体的にも精神的にも苛酷であ

る。３～４カ月に渡るトレーニングと

レースは、多くの選手を若干のオーバ

ートレーニング状態にする傾向がある。

選手はだるさを感じ、レースのタイム

も停滞する。この期間には、傷害の危

険性が非常に高くなる。

この状況を打開し、特定のレースで

ピークを迎えるためには、２週間前か

らすべてのトレーニングを漸減（テーパ

リング）することが必要である。そのた

めには、ウェイトトレーニング、雪上

トレーニングともに、30～40％減少さ

せる必要がある。これによって心と体

が回復し、レースでのピークパフォー

マンスを迎えることができるだろう。

競技シーズンが終了したら、夏季ト

レーニングプログラムを開始する前に、

数週間の完全休養を取ることが望まし

い。◆

From NSCA Journal
Volume 9, Number 6, pages 4-12. 1987
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表5 試合期（パワー維持期）

月　曜

（低負荷日）

1．ウォームアップ

ストレッチ

ステーショナリー

バイク5分

2．ベンチプレス

3．パワークリーン

4．バックスクワットク

5．フロントレイズ

6．カーフレイズ

火　曜 水　曜 木　曜

1．ウォームアップ

ストレッチ

ステーショナリー

バイク5分

2．インクラインプレス

3．プル

4．レッグプレス

5．カーフレイズ

金　曜 土　曜 日　曜

雪上トレーニングおよびレース
※雪上トレーニングができない場合、陸上でのパワー持久力およびローラースキー・トレーニングを行う




