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1．緒言 
競技者は目標とする試合で最高のパフォーマン

スを発揮するために、日々トレーニングを行ってい
る。最高のパフォーマンスを発揮するために必要な
すべての要因を、ある目的(試合)に向かって望まし
い状態に整えることが必要とされている。これをコ
ンディションのピーキングと言い、準備をしている
過程をコンディショニングという。競技に要求され
る運動能力はトレーニング、疲労、回復（超回復）、
を繰り返す中で毎日変動して発達している。体重、
体温、自覚的体調などを毎日主体的に測定すること
で、各個人のコンディション変動に関する時系列デ
ータを得ることができる 。しかし、競技パフォー
マンスに何が影響しているのかは選手個人によっ
て異なってくるので、その影響している要因を見つ
けるためには単一事例研究法を用いて時系列デー
タを見ていくことがよいとされている。単一事例研
究法は平均値では相殺されてしまいがちな一個人
内の変化に興味がある場合に有効な研究法である。
選手に影響を与えている要因を明確にして測定項
目を見つけることができれば、コンディショニング
をしていく際に選手や監督、コーチなどのスタッフ
に有益な情報をフィードバックすることが可能に
なる。選手自らが容易にコンディションをコントロ
ールすることができるようになると共に、試合に向
けての練習内容を見直して計画していくこともで
きる。 

 そこで本研究では、単一事例研究法を用いて、イ

ンシーズン期間中の選手の競技パフォーマンスに

寄与している自覚的コンディション変動因子と測

定項目を特定し、選手個別に目標とするコンディシ

ョン水準と競技パフォーマンス水準へコントロー

ルする方法を検討することを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 陸上競技部に所属する女子大生 2 名を対象とし、
専門種目はどちらも走高跳であった。被験者 A は
測定開始時の年齢は 21 歳で身長が 177.9cm、自己
ベスト記録が 1m73、対象者 B は測定開始時の年齢
は 18 歳で身長が 176.4cm、自己ベスト記録が 1m63
であった。 
2-2 測定方法 
測定期間は、対象者 A は平成 21 年 4 月 6 日～11

月 15 日の 224 日間、対象者 B は平成 21 年 5 月 2
日～11 月 15 日の 198 日間であった。長期間のコン
ディションデータの収集になるため、対象者の負担
にならないよう行った。 
コンディションチェックをする際の測定項目に

ついては、西嶋ら（1990）が使用した記録用紙であ
る「コンディションの Quality Control（QC）シート」
で用いられている項目に基づいて測定項目を選択
し、対象者が容易に使用できるように改良を加えて
チェックシートを作成した。測定項目の内容は、基
本的生活習慣 10 項目、心身の疲労と体調 6 項目、
練習に関する項目 7項目、気象等について 4項目の、
計 27 項目およびメモ欄で構成した。 
 

2-3 分析方法 
 チェックシートの欠損値については平均値代入
法を適用し、月ごとの平均値を代入し処理した。そ
の後、因子分析を行った。因子分析は Kaiser のプロ
マックス回転による因子抽出を行い、因子負荷量が
0.4 以上の変数で各因子を解釈した。因子分析によ
って得られたコンディションの変動因子構造に基
づき、共分散構造分析を行った。モデルの適合度指
数には GFI、AGFI、CFI、RMSEA を用いた。 
 
3．結果 

3-1 試合結果 
対象者 A は調査期間中の 4 月 6 日～11 月 15 日の

間に 14 回の走高跳の試合に出場、その中の 5 試合
（日本 GP 和歌山、関東インカレ、日本選手権、日
本インカレ、国体）が記録を狙う主要の試合となっ
ていた。試合の結果としてはシーズン前半にシーズ
ンベストの記録が多く出ており、順位も大きな試合
で上位に入賞していた。シーズン中頃は大きな試合
はないが、記録はシーズンベストの記録が出ていた。
シーズン後半になると記録が前半よりも下がるが、
大きな試合では良い結果を残していた。 
対象者 B は調査期間中の 5 月 4 日～11 月 15 日の

間に 8 回の走高跳の試合に出場している。その中の
2 試合（県選手権、22 大学対校戦）が記録を狙って
いる主要の試合であった。調査開始から 2 ヶ月間は
試合がなく、7 月がシーズン初戦であった。初戦は
狙っている試合であり好記録を残せていたが、中盤
はやや記録が低迷した。その後、狙っていた試合で
はなかったが関東甲信越対校戦で自己ベスト
（1m65）が出ている。シーズン後半は記録も安定
し、良い結果となった。 
3-2 基本統計 
 対象者 A は平均就寝時刻が午前 1 時前後で平均
起床時刻は午前 8 時前後、平均睡眠時間は 7 時間
16 分前後であった。対象者 B は平均就寝時刻が午
前 0 時 30 分前後で平均起床時刻は午前 7 時前後、
平均睡眠時間は 6 時間 31 分前後であった。 
3-3 調査項目間の相関関係 
対象者 A は、練習時間と練習強度（0.773）、練

習時間と自覚的練習意欲（0.725）、自覚的練習強
度と自覚的練習疲労（0.733）、自覚的練習意欲と
自覚的練習体調（0.716）に強い相関係数がみられ
た。対象者 B は、昼食満足度と夕食満足度(0.992)、
自覚的練習強度と自覚的練習疲労（0.805）、練習
時間と自覚的練習強度（0.748）、自覚的練習意欲
と自覚的練習満足度（0.662）、練習時間と自覚的
練習疲労（0.653）に強い相関係数がみられた。 
3-4 因子分析 
 被験者 A はコンディション（6 項目）、朝の習慣
（3 項目）、気温（3 項目）、睡眠（2 項目）、体
調（3 項目）、体温（2 項目）、食事（2 項目）、
調子（2 項目）に関する 8 因子から構成された。被
験者 B は練習強度(4 項目)、朝の習慣（2 項目）、
コンディション（3 項目）、食事満足（2 項目）、
気温（3 項目）、睡眠（2 項目）、体調（3 項目）、
食事時間（3 項目）、体温（2 項目）に関する 9 因
子から構成された。両対象者とも、体重と気温の相
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関が強く、グラフが類似した形になった。 
3-5 共分散構造分析 
 因子分析によって得られたコンディション変動
因子構造に基づいて、因子構造モデルを構成した。
対象者 A はコンディション（自覚的練習体調、自
覚的練習満足、自覚的練習意欲）、睡眠（睡眠時間、
起床時刻）、体調（一日の体調、心の調子）、気温
（最高・最低気温、体重）の 4 因子から構成される
モデルとなった。睡眠からコンディションへ 0.62
の正のパス係数を示し、コンディションから睡眠へ
は-0.34 と負のパス係数を示した。また、体調から
コンディションへは 0.53 と正のパス係数を示した
（図 1a）。 
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図 1a 対象者 A の因子構造モデル 
 

対象者 B はコンディション（自覚的練習意欲、練
習時間、自覚的練習疲労、自覚的練習強度）、睡眠
（睡眠時間、就寝時刻、朝食時刻）、体調（朝の体
調、昼食時刻）、気温（最高・最低気温、体重）の
4 因子から構成されるモデルとなった。睡眠からコ
ンディションへ-0.63 の負のパス係数を示し、コン
ディションから睡眠へは 0.51 と正のパス係数を示
した。また、体調からコンディションへは 0.50 と
正のパス係数を示し、気温から体調へは-0.35 と負
のパス係数を示した。（図 1b） 
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図 1b 対象者 B の因子構造モデル 
 

4． 考察 
 同じ種目の選手同士で同じ練習メニューを行っ
ていても、コンディション変動に影響を与えている
項目は個人で異なっていることが明らかとなった。 
 対象者 A はコンディションが中心の形となり、
睡眠や体調から大きな影響を受けていることが分

かった。コンディションから睡眠へ-0.34 と負のパ
ス係数になっていることから、コンディションが良
いと睡眠が十分でなくても良い状態でいられるが、
それが長く続くと疲労がたまりコンディションが
下がってくるので、そこで睡眠を十分にとるように
なり、またコンディションが良い状態に保たれる事
が考えられる。そして自覚的練習体調と自覚的練習
意欲の相関が高く、自覚的練習意欲と自覚的練習満
足度の相関も高いことから、体調を良い状態に整え
ることで練習意欲を高め、満足度の高い練習が積め
る事が良いコンディションを作る流れだと考える
ことができる。これらの事から、基本的生活習慣を
中心とするトレーニング生活（ライフスタイル）を
整えることが重要となってくることが示唆された。
睡眠と疲労と回復のサイクルのバランスを崩さず
に保ち、体調を良い状態に維持して満足度の高い練
習を行うことよって、ベストコンディションが作ら
れると考えられる。 
 対象者 B は睡眠時間、就寝時刻、朝の習慣を乱さ
ずにきちんとしたサイクルを維持することが練習
のコンディションを良好に保つために重要な要素
であると考えられる。睡眠からコンディションへ
-0.63 と負のパス係数になっている事から、コンデ
ィションの良い状態のときは睡眠をきちんととる
ような習慣ができているが、睡眠習慣が乱れる事で
コンディションへ大きく影響を与え、十分に練習が
積めない状態になる事が考えられる。自己ベストの
出た試合に向けての練習の状態は、コンディション
の因子が試合よりも前に最も良い状態が来て、その
後少し時期が後にずれてから練習強度が上がって
試合となっていた。また、その時期の睡眠の因子は、
試合前の時期まで十分な睡眠がとれていた事が伺
えるので、調子が良く強い練習も積めていて、尚且
つ回復するための睡眠のサイクルもきちんと保た
れていたことが分かる。睡眠の因子の中には朝食時
刻も含まれ 0.94 と正の高いパス係数を示している
ことから、対象者 B は朝の生活習慣が重要であるこ
とが示唆される。朝食時刻が睡眠の因子内にあるこ
とから、前日の就寝時刻や睡眠時間が朝の習慣へ影
響していると推察される。 
両対象者とも、体重の増減の幅が大きいため、適

切な体重の維持を心がける事によって体への負担
や練習の量・質を高める事が可能になると思われる。 
 選手達の目標としている試合は個人で異なって
いるため、日々変化する体調も個人で異なっている。
本研究のように試合に向けて必要なコンディショ
ニングの方法を知ることができれば、調整の仕方が
明確になると共に、指導方法や、選手自らの自己管
理を容易にできるようになると考えられる。 
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