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1．緒言 
スポーツ選手のコンディション（心身の状態）は、

様々な要因の影響を受け日々変動している。西嶋ら
は、選手のコンディション把握がベストパフォーマ
ンスの発揮やトレーニングの継続を確保する上で
の基礎となると述べている 1)。陸上競技の長距離走
においても、その日の体調を参考にトレーニング内
容、特に走行距離や走行速度（ペース）を変更する
ことがある。選手に影響を与えている要因を見つけ
出すことができれば、コンディショニングをしてい
く際に選手やスタッフに有益な情報をフィードバ
ックすることができるようになると共に、主要な大
会に向けての練習内容の改善も可能となる。 

コンディションに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使い、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。体重、
体温、血圧、自覚的体調などを毎日測定することで、
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。コンディションに影響する
要因は選手個人によって異なるとされるが、遺伝子
的に同じである一卵性双生児においても、環境の違
いによって影響要因が異なるかどうかは、興味のあ
るところである。 

そこで本研究では、単一事例研究法を用いて、一
卵性双生児の選手を対象に、コンディションを決定
する要因について検討することを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 一卵性双生児の女子大学生 2 名とした。大学は
別だが、どちらも陸上競技部に所属し専門種目は長
距離である。測定開始時の年齢は 21 歳であった。
対象者の自己最高記録を表 1 にまとめた。 
 

表 1 対象者の自己最高記録 

最高記録 対象者A 対象者B

5000m 16分20秒 16分29秒

10000m 33分22秒 33分35秒

ハーフマラソン 1時間14分14秒 1時間14分06秒  
 

2-2 測定方法 

測定期間は平成 25年 4月 15日から 10月 27日の
計 27 週間 189 日であり、期間中は毎日継続して測
定を行った。測定は長期間に及ぶため、選手の負担
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（2000）が使用した記録用紙であ
る「コンディションの Quality Control シート」の項
目を参考にし、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、基本的生活習慣に関する 8 項目、心身の体
調に関する 9 項目、練習に関する 7 項目、気象に関
する 3 項目の合計 26 項目で構成した。その他とし
て、月経、服薬、練習内容、試合内容・結果等を記
入してもらった。 

時刻に関する項目は 24 時間表記で記録した。体
重計は株式会社 TANITA 社製の 50g 単位表示体重

計 BC-309-PR を用いて起床時排尿後に軽装で測定
するよう条件を設定し、50g 単位まで記入した。食
事に関する項目は、1 日の栄養バランスと朝食、昼
食、夕食それぞれにおける満足度（食事満足）を選
定した。起床時脈拍、収縮期血圧（SBP）、拡張期
血圧（DBP）、基礎体温は実測値を記入させ、それ
以外の項目は満足から不満までの 5 件法で記入さ
せた。食事と体調に関する項目では最も良い状態を
5 点、最も悪い状態を 1 点とした。練習に関する項
目と一日の心身の疲労感では、強度・疲労感が最も
強い場合を 5 点、最も低い場合を 1 点とした。チェ
ックシートは A4 用紙 1 枚に 1 週間分を記入できる
ように作成し、対象者に測定期間中毎日記録しても
らった。測定期間中は対象者が所有し、期間終了後
にまとめて回収した。 

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
0.3 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に基づき、
共分散構造分析を行い、各選手における構造モデル
の作成を試みた。モデル適合度指標には CFI、
RMSEA を用いた。以上の統計分析には IBM SPSS

及び、AMOS を使用した。 
 
3．結果と考察 
3-1 調査項目の基本統計 

対象者 2 名の測定値を表 2 に示した。 

基本的生活習慣に関する項目のうち、食事の項目

の多くで、対象者 A、B 共に高い得点を示した。血

圧は、対象者 A は SBP115.83mmHg/DBP69.74mmHg

に対し対象者BはSBP104.21mmHg/DBP67.30mmHg

とやや低い数値であった。起床時の脈拍数では大き

な違いが見られた。対象者 A の平均値は 65.9 拍/

分に対し、対象者 Bの平均値は 48.2拍/分であった。

また、体の疲労感と心の疲労感では対象者 A の方

が高い得点となり、心身の疲労を感じる日が多いこ

とが推察された。  

練習に関する項目では、自覚的練習強度の平均値

で、対象者 Aが 3.2 なのに対し、対象者 B は 2.9 と

やや低い得点であった。自覚的練習意欲では、両者

とも高い得点を示していた。自覚的練習満足度につ

いては、対象者 B が 4.2 であったが、対象者 A は

3.7 とやや低い得点であった。自覚的練習満足度と

自覚的練習体調については、どちらの項目も対象者

B の方が高い得点となった。 

 

 

 

 

 

 

 
 



表 2 調査項目の基本統計 

min max min max
栄養バランス 1 5 4.34 ±0.96 2 5 4.72 ±0.63

食欲 2 5 4.16 ±0.86 2 5 4.81 ±0.53

朝食満足度 2 5 4.79 ±0.59 3 5 4.88 ±0.35

昼食満足度 3 5 4.82 ±0.52 3 5 4.83 ±0.52

夕食満足度 1 5 4.78 ±0.61 2 5 4.77 ±0.64

収縮期血圧 92 138 115.83 ±11.44 85 122 104.21 ±9.47

拡張期血圧 50 92 69.74 ±8.08 52 88 67.3 ±7.54

起床時脈拍 47 87 65.93 ±7.51 39 57 48.15 ±3.75

朝の体調 1 5 4.22 ±0.98 1 5 3.99 ±1.23

体の疲労感 1 5 3.29 ±1.31 1 5 2.31 ±1.33

心の疲労感 1 5 2.35 ±1.44 1 5 1.77 ±1.44

練習強度 1 5 3.21 ±1.34 1 5 2.93 ±1.59

練習意欲 1 5 4.05 ±1.09 1 5 4.67 ±0.77

練習満足度 1 5 3.71 ±1.33 1 5 4.18 ±1.23

練習体調 1 5 3.68 ±1.13 1 5 3.93 ±1.21

最高気温 4.89 36.8 27.23 ±5.22 14.9 36.3 25.29 ±4.39

最低気温 4.52 28.8 20.32 ±4.75 1.1 25.3 17.06 ±5.21

対象者A 対象者B
mean±sd mean±sd

　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 

3-2 共分散構造分析によるコンディション決定要因 

因子分析によって得られたコンディション変動
因子に基づいて、構造モデルを構成した。 

2 名の選手において、それぞれコンディション変
動に影響する項目には類似点が見られた。しかし、
構造モデルはそれぞれに異なり、選手個別のコンデ
ィショニングが必要であることが推察された。 

対象者 A は自覚的疲労（体の疲労、心の疲労）、
気温（最低気温、最高気温）、食事（朝食満足度、
昼食満足度、夕食満足度）、コンディション（練習
体調、練習満足度、練習意欲）、の 4 因子から構成
されるモデルとなった。（図 1a） 

図から、心身の疲労や気温、食事がコンディショ
ンに影響する要因だと考えられる。疲労からコンデ
ィションへ-0.86 と負のパス係数となっている。こ
のことから、心身の疲労がコンディションに影響を
及ぼす要因であると考えられる。次に、気温から食
事へと 0.42 と正のパス係数、気温からコンディシ
ョンへ-0.10 の負のパス係数となっている。チェッ
クシートの測定結果からも走りやすい気温の日は
練習意欲が高く、食事にも気をつかい、良い練習を
こなせていることが伺えるので、気温の変化が食事
満足やコンディションに影響を及ぼす要因である
ことが分かる。また、食事からコンディションへ
0.18 の正のパス係数となり、食事から疲労へ-0.09

と負のパス係数となりっていることから、食事バラ
ンスが崩れると回復が遅れ、心身の疲労に繋がると
推察される。このことから、規則正しい食生活を送
ることがコンディションを良い状態に保つために
重要であると考えられる。コンディションに関する
項目では、練習体調に 0.63、練習満足度に 0.68、練
習意欲に 0.59 とそれぞれ正のパス係数となってい
ることから、体調が良いことで満足のいく練習をこ
なすことができ、練習意欲も高まり、結果的にコン
ディションが良い状態になると考えられる。 

対象者 B は疲労（練習強度、体の疲労）、起床時
体調（脈拍、SBP、DBP、朝の調子）、食事（食欲、
朝食満足度、昼食満足度、栄養バランス）、コンデ
ィション（練習意欲、練習満足度、練習体調）の 4

因子から構成されるモデルとなった。 （図 1b） 

図から、体の疲労、起床時体調、食事がコンディ
ションを良好に保つために重要な要因であると考
えられる。疲労からコンディションに 0.69、体の疲
労と練習意欲が 0.31の正のパス係数となっている。
このことから、体の疲労と練習意欲は関係性が強く、
体の疲労が練習強度やコンディションに大きく影
響すると推察できる。次に、起床時体調からコンデ
ィションへ-0.49、食事から起床時体調へは-0.42、起
床時体調と練習強度が-0.16 とそれぞれ負のパス係
数を示している。このことから、食生活の乱れが低

血圧に影響し、体の疲れやすさや全身倦怠感、食欲
不振などの症状を引き起こす 2)ため、練習強度が落
ち、コンディションに負の影響を与えると考えられ
る。また、食事からコンディションへ 0.31 と正の
パス係数になっている。このことから、健康な食生
活が送られると好調の日が保たれ、練習意欲も湧き、
良い練習が積めるため、それが練習満足度に繋がり、
結果的にコンディションが良い状態になると考え
られる。対象者 B は健康な食生活を心がけ、練習と
休養のバランスがベストコンディションに影響す
る重要な要因であると考えられる。 

今回の結果から得られた要因の他に、心理的な面
において、一番身近で一番のライバルであるという
意識や、同一の遺伝子でひとりに出来てもうひとり
に出来ないはずがないという理念にまつわる相乗
効果も影響している可能性が考えられる。 
 

 
図 1a 対象者Ａの構造モデル 

 

 
図 1b 対象者Ｂの構造モデル 

 

4．まとめ 
一卵性双生児で同種目の 2 名の選手において、そ

れぞれコンディション変動に影響する要因では疲
労と食事の項目において類似点が見られた。また、
気温と起床時体調の項目では両者で異なる要因と
なり選手個別のコンディショニングが必要である
ことが推察された。本研究のようにコンディショニ
ングを決定する要因を知ることができれば、調整の
仕方が明確になると共に、指導者へのフィードバッ
クや選手自らの自己管理に役立てることができる
と考えられる。 
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