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長い試合時間、フィジカルコンタクト
の多さといった要因が組み合わさるた
め、必然的に試合後の身体的疲労は相
当なレベルになる。また、これらの組
み合わせは、ラグビー試合後の疲労が
次に示す３タイプの身体的疲労をすべ
て網羅していることを意味する。

生理的疲労
　エネルギー系およびそれに伴う代謝
副産物に起因する疲労。

神経疲労
　高強度エクササイズの反復に起因す
る疲労で、力の発揮で神経筋の要素が
関与するもの。

組織ダメージ
　フィジカルコンタクトや伸張性活動
に起因する筋組織へのダメージ。

　このような疲労レベルの高さを考え
れば、リカバリーの必要性は明白であ
る。重要なのは、リカバリーを促進で
きるような措置を講じること。つまり、
アスリートは積極的にリカバリーを強
化する必要があるといえる。積極的な
リカバリー活動は、リカバリーの全体
的なプロセスをサポートする大きな力
となる。また試合後は、競争的な状況

がもたらす精神的な疲労のレベルも高
くなる。このような疲労レベルの高さ
を考慮すれば、上記の疲労エリアのす
べてでリカバリーを促進できるような
試合後のルーティンを開発することが
重要といえる。

リチュアルのパワー
　リカバリーを最適化する上で重要な
ことは、主要な戦略を一貫して利用
することである。アスリートのスケ
ジュールにリカバリーを効果的に取り
入れるための基本のひとつとして、リ
チュアルの活用が挙げられる。人間の
行動には儀式的なものも多い。我々は
特に深い考えや努力なしに仕事をこな
し、実際、日常的な行動の多くはこの
ようなやり方で遂行されている。毎朝、
目覚めた後に自分が何をしているかを
考えてみれば、その大半はいつもの繰
り返しで、特に深い考えや努力なしに
行っていることがわかるだろう。つま
り、それが朝のリチュアルになってい
るわけだ。このようなリチュアルの特
性を利用してライフスタイルにポジ
ティブな変化をもたらすことが重要で
あり、試合後のリチュアルを作れば、
リカバリーとその後のパフォーマンス
を大きく向上させることができる。
　リチュアルを作るためには、ラグ

　どんなに完成度が高く、綿密に計画
されたトレーニングプログラムでも、
適切なリカバリーを行わずに最適な効
果を得ることはできない。リカバリー
は、あらゆるトレーニングプログラム
の不可欠な要素であり、綿密な計画と
プログラム作りを行わなければならな
い。最適なリカバリーには、睡眠や栄
養管理、全体的なストレスレベルなど、
アスリートのライフスタイルのあらゆ
る側面に対応する多面的なアプローチ
が必要である。ラグビーは激しい疲労
をもたらす可能性があり、シーズンの
長さと試合数の多さを考慮すると、積
極的なリカバリーはラグビーのチーム
と選手に大きなアドバンテージをもた
らす領域といえる。この多面的なリカ
バリープログラムで重要なのは、試合
後に実践できるリカバリーのリチュア
ル（儀式的行為）を作ることである。

ラグビー試合での疲労
　ラグビーは、フィジカルコンタクト
が多く、試合時間が80分にも及ぶ高強
度の間欠的なスポーツである。試合時
間が長いにもかかわらず、高強度の動
作（スクラム、タックル、ラインアウ
トジャンピングおよびリフティング）
が多く、いずれも高レベルの力とパ
ワーが要求される。高強度の動作と
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ビーの試合がもたらす主な疲労のタイ
プに対処できる各種の戦略を統合する
ことが必要である。最適な効果を得る
ためには、リチュアルを習慣化しなけ
ればならないが、それには時間がかか
る。最初のうちは多少の意識や計画性
が必要だが、リチュアルが習慣化され
れば、ほとんど努力は不要になり、ア
スリートのライフスタイルの一部に
なってしまうだろう。

リカバリーリチュアルを作る
　ラグビーに関連する疲労の全体像と
試合に起因する疲労のタイプについて
概略を説明した。ラグビーのリカバ
リープログラムは、疲労に関する４つ
の要素すべてに対応するものでなけれ
ばならず、それら４つの要素すべてに
対応する戦略をまとめる必要がある。

生理的疲労に対する戦略
　この戦略で必要になるのは、エネル
ギー基質の補充と代謝副産物の除去で
ある。クールダウンや栄養面での戦略
により生理的リカバリーを促進し、必
要十分な栄養素を摂取してエネルギー
を補給できるようにすべきである。

神経疲労に対する戦略
　主な神経伝達物質の補充など、様々
な要素が関与する。適切なハイドロセ
ラピー（水治療法）とセルフマッサー
ジの戦略で対処することができる。

組織ダメージに対する戦略
　組織ダメージのレベルを最低限に抑
え、治癒を促進するなどの戦略がある。
ここでは、適切なクライオセラピー（寒
冷療法）を効果的に利用できる。

精神的疲労に対する戦略
　アスリートがストレスや試合に対す

る不安と距離を置けるようにすること
が必要である。この形式のリカバリー
は、アスリートが試合から解放され、
リラクゼーション活動に従事できるよ
うな方法を取り入れる必要がある。
　資料１に、ラグビーの試合後に有効
活用できる試合後のリチュアルの例を
示す。

リカバリーリチュアルの要素
クールダウン
　試合後のリチュアルのうち、シンプ
ルだが、効果的な部分である。クール
ダウンに、ジョギングなどの軽い運動
の時間を取り入れることが望ましい。
クールダウンには、代謝副産物を除去
するほか、筋への血流を維持すること
でエネルギー系の補給を促す効果があ

る。この軽い運動は、筋の長さと可
動域の維持を助け、筋弛緩を促すスト
レッチの前に行うのが望ましい。クー
ルダウン中は水分を摂取し、試合中に
失われた体内の水分を補給する。高温
高湿の環境では水分補給が特に重要で
ある。

試合後の栄養補給
　ここでは水分とエネルギーの補給が
重要である。可能ならば試合中に水分
補給を行い、試合終了後も継続する。
エクササイズ終了から最初の１時間に
栄養補給に絶好のタイミングが存在す
る。そのタイミングで多量の炭水化物
を摂取すれば、体内のグリコーゲン貯
蔵量が増え、それをラグビーの試合中
に大量消費させることができる。これ

試合後５分以内：水分とエネルギーを補給する
グリセミック指数（GI）の高い糖質を利用し、糖質とタンパク質を4：1の比率で摂取する。
リカバリー用スポーツドリンクが理想的である。

試合後５～ 20分：クールダウン
身体を軽く動かす（５～８分間）。
ストレッチを行う（８～ 10分間）。

試合後15 ～ 20分：神経のリカバリー
ハイドロセラピーツール（コントラストシャワー、コールドバスなど）を使用する。
セルフマッサージを行う（主にシェイキングテクニックを使って神経のリカバリーを促す）。
水分補給を続ける。

試合後１時間以内：エネルギー補給と精神のリカバリー
水分補給を続ける。
さらに食物（GIが高から中レベルの糖質およびタンパク質）を摂取する。
パフォーマンスレビューを行う。
必要に応じて音楽などを利用して緊張をほぐしはじめる。

夜：精神のリカバリー
必要に応じてリラックスできることをする（読書、映画鑑賞、社交など）。
必要に応じて水分とエネルギーの補給を続ける。

就寝前：睡眠の最適化
リラクゼーションのスキルを利用してスイッチをオフにする。
自分の睡眠ガイドラインに従う。

資料１　ラグビー試合後のリカバリーリチュアル
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は、リカバリーに必要な栄養素を身体
へ迅速に供給することが目的であり、
エクササイズ後はなるべく早いタイミ
ングで高グリセミック指数の糖質を摂
取することが望ましい。高グリセミッ
ク指数の糖質は非常に消化されやす
く、素早く血液に吸収されるため、血
糖値を急上昇させてエネルギー補給を
促進する。ある程度のタンパク質を同
時に摂取することが理想的である（糖
質とタンパク質の比率は４：１）。選
手がいつも試合に持参できるようなリ
カバリー用のスポーツドリンクを用意
するのも効果的である。このドリンク
を試合の直後やクールダウンの前に摂
取すれば、水分補給とエネルギー補給
の両方に役立つ。ルーティンをすべて
終えれば、食事を摂ることができる。
この食事もグリセミック指数が高～中
レベルの糖質とタンパク質を含むもの
が望ましい。表１に、試合後のエネル
ギー補給に関するガイドラインを示
す。

ハイドロセラピー
　ハイドロセラピーは神経のリカバ
リーを促す効果的な方法である。試合
の開催地がホームとアウェイのどちら
でも使えるように、いくつかの戦略を
用意しておくことが望ましい。コント
ラストシャワーは、試合後のルーティ
ンとして最適なオプションである。表

２にコントラストシャワーの使い方を
示す。

セルフマッサージ
　セルフマッサージは、試合後のルー
ティンに取り入れやすい戦略のひとつ
であり、どんな場所でも行うことがで
きる。シェイキングの動作を応用すれ
ば、神経のリカバリーを促すことがで
きる（1）。

クライオセラピー
　氷は昔から、傷害の治療に不可欠な
ものとして利用されてきた。ラグビー
によって小規模な組織損傷が数多く生
じ、その中にはすぐに目で確認できな

いものも少なくない。アイシングや
コールドバス（冷水浴）は、傷害やラグ
ビーに多い軽い打ち身などの治療をサ
ポートする。コールドバスは、血管収
縮の原理を生かして血管から血を排出
させる。冷水浴後に血管が拡張すると、
新鮮な血液が筋に送られてリカバリー
を促す。表３にコールドバスの使い方
を示す。

解放
　試合が激しい精神的疲労をもたらす
可能性もある。試合後、なるべく早い
タイミングで気分を切り替えることが
重要である。パフォーマンスレビュー
は、それを行うのに最適な方法である。
パフォーマンスレビューを短い文章に
まとめることで、選手は解放のプロセ
スを始めることができる。文章を書く
プロセスが選手の考えを明確にし、整
理するのに役立ち、後でどんな措置を
講じればよいかを明らかにできる。考
えていることを文章にしてしまえば、
それについて悩んだり、気持ちを乱し
たりすることも少なくなり、試合の緊
張から自分を解放することができる。

リラクゼーション
　試合を終えた夜は、リラックスでき
るような行動をとることが重要であ
る。どのリラックス法を選ぶべきかは
選手によって異なる。いろいろな戦略
を試したうえで、自分にとって最も効
果的な戦略が何かを知ることが必要
だ。リラクゼーションは精神のリカバ
リーを促すだけでなく、身体と精神の
両面で最適なリカバリーを実現する上
で不可欠な睡眠を誘う働きもある。

　試合後のリチュアルは選手のリカ
バリーを大きく促し、ラグビーのパ
フォーマンス向上を目指す上で貴重な

ワークアウト直後
高GIの糖質とタンパク質を含むドリンク
（比率は4：1、1.5g/kgの糖質を利用）

エクササイズ後の
フォローアップ

GIが高～中レベルの糖質およびタンパク質を含む食事

表１　エネルギー補給のガイドライン（2）

コントラストシャワー
温水（許容可能な最高温度）で１分間、冷水（許容可能な最低温度）

で30秒間のシャワーを交互に浴びる。以上を３回繰り返す。

表２　コントラストシャワーの使い方

冷水浴
水温は５～ 15℃とする　

水浴時間は５～７分間とする
水浴中は身体の部分を動かすこと

表３　冷水浴の方法
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著者紹介ツールを提供してくれる。本稿で説明
したヒントを活用すれば、ラグビーの
試合中に生じたストレスや疲労を解消
できるだろう。◆

From NSCA's Performance Training 
Journal：Volume 6, Number 4, pages 13-
16.
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