
1

〈研究論文〉

抄録

本研究は大学女子バレーボール選手を対象に突発的
なDetraining（DT）が身体組成および跳躍能力に及ぼ
す影響を調査すること，また，DTに対してどの程度の
Retraining（RT）期間でそれらが改善するのか，につい
て検討した．方法はチーム練習がコロナ禍により休止し
た約2か月間のDT前後（Pre，Post）およびRTの1か月
後（RT-1mon），2か月後（RT-2mon），3か月以降（RT-
3mon）に主観的疲労度（VAS），身体組成，跳躍高を測定
し，PreおよびRTにおけるバレーボール競技練習中の身
体活動量を毎日計測した．その結果，身体活動量はRT-
1monにおいて有意に低下した．VASと除脂肪量は，Pre

に対してPostで減少し，脂肪量は増加した．CMJ-ASの
跳躍高についてもPostで有意に低い値が確認された．さ
らに，RT後の身体組成および跳躍高を観察したところ，
除脂肪量はRT-1monにおいて，脂肪量はRT-2monにお
いて，Postから有意に改善し，跳躍高もRT-2monにおい
て有意な上昇が観察された．以上のことから2か月間の
DTは主観的疲労度，身体組成，跳躍高の変化に影響を
及ぼすことが明らかとなった．また，DTと同期間程度の
RTを行うことによって，身体組成および跳躍能力をDT

直後（Post）よりも有意に改善できることが示唆された．

Ⅰ．緒言

バレーボール競技において，跳躍能力は技術および戦
術的要素に深く関与し，勝敗を決定づける上で大きく影

響するといわれる．日本の大学バレーボールでは春季と秋
季にリーグ戦が開催され，各リーグ戦は約2か月間の長
期に及ぶことからシーズンを通して高い跳躍高を維持す
る必要があり，そのためには計画的にトレーニングを実行
していくことが求められる．一方でスポーツ選手は病気や
怪我，またはその他の要因によりトレーニング活動を中
断する場合があり，その結果，身体活動水準の低下を引
き起こす可能性が指摘されている（Mujika and Padilla，
2000）．
定常的にトレーニングを実施しているスポーツ競技者

や一般人がトレーニングを中断したり，トレーニング量
を極端に減らすこと（Detraining：以下DT）はトレーニン
グによって誘発される身体的な適応の部分的，または完
全な喪失を伴う（Mujika and Padilla，2000）．例えば，
Izquierdo et al．（2007）の研究では，筋力トレーニング
で増加した上肢および下肢の最大筋力が4週間のDTに
よって6～ 9％有意に低下したことを報告している．そ
の低下要因としては不十分なトレーニング刺激が続いた
ことによる筋活動電位（Häkkinen and komi，1983）や筋
横断面積（Häkkinen et al．，2000）の減少，筋線維組成
の変化（Andersen and Aagaard，2000），などが挙げら
れる．しかし，これらの知見は実験設定された計画的な
DTであり，スポーツ選手の病気や怪我のようにトレーニ
ングを「休止させられた」場合の突発的なDTとは状況が
異なる．とりわけ，近年大流行した新型コロナウィルス
（COVID-19）の異常事態に伴う予期せぬDTに関しても
先行研究の知見に対応するか再度検討することが重要で
あると考える．
体力要素の中でも瞬間的に力発揮を行う跳躍能力はバ
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レーボール選手個々の能力を評価する際に特に重要であ
る．先行研究によると4週間（Izquierdo et al．，2007）お
よび6週間（Koundourakis et al．，2014）のDTがアスリー
トのカウンタームーブメントジャンプ（Counter movement 

jump：以下CMJ）やスクワットジャンプの跳躍高を有意
に低下させたことを報告している．一方で，2週間の比較
的短いDT（Hortobagyi et al．，1993）ではCMJの跳躍高
に影響しなかったとの指摘もあることから，DTが跳躍高
の低下に影響を及ぼす要因の一つとして，DTの期間が
関与するようである．また，最近の研究では，COVID-19
の流行初期における7人のトップアスリートを対象とした
調査（Valenzuela et al．，2021）において，1名を除いて，
2か月間のロックダウン前後でCMJの跳躍高が約6.5％低
下したことが報告されている．対して，Valenzuela et al．
（2021）と同様に，コロナ禍に伴うDTの調査を行った
Cohen et al．（2020）では，15週間の自宅トレーニング前
後でCMJの跳躍高に有意な変化はなかったことを報告し
ている．このように結果が異なる要因としては，DT中の
運動習慣の違いが影響していると考えられる（Bosquet et 

al．，2013）．
さらにバレーボール選手の跳躍能力には身体組成が影
響するとの指摘もある．González-Ravé et al．（2011）は
女子バレーボール選手を対象とした研究において，24週
間のレジスタンストレーニング前後で有意な除脂肪量の増
加と脂肪量の減少を確認し，その際に上肢の反動を用い
る垂直跳び（Counter movement jump with arm swing：
以下CMJ-AS）およびCMJの跳躍高が有意に増加したこ
とを報告している．同様に，Sieroń and Pietraszewska

（2018）は16～ 17歳の女子バレーボール選手を対象に2

か月間における準備期前後の身体組成およびCMJ-ASの
跳躍高を比較したところ，除脂肪率の増加および体脂肪
率の減少と共にCMJ-ASの跳躍高が増加したことを観察
している．したがって，女子バレーボール選手の跳躍能
力を的確に捉えるためには，身体組成の変化も併せて観
察する必要がある．さらに体力低下を引き起こした場合，
これらの回復過程について把握することも重要である．
先行研究（Ogasawara et al．，2013）では，レジスタンス
トレーニングを6週間実施した後に3週間のDTと6週間
の再トレーニング（retraining：以下RT）を2サイクル繰り
返す群と通常通りレジスタンストレーニングを24週間継
続して実施した群を対象に，上腕三頭筋および大胸筋の
筋横断面積を比較したところ，DTを組み合わせた群では
筋横断面積がDT前後で低下するものの，その後のRTに
よってDT前以上の筋横断面積が観察され，両群間で最
終的な筋横断面積に有意な差はなかったことが報告され
ている．また，Valenzuela et al．（2021）はコロナ禍にお
ける2か月間のロックダウン期間前後で低下したCMJの

跳躍高がその後，プライオメトリックトレーニングの内容
を含んだRTを2か月間実施したことによって初期の値と
同程度まで増加したことを報告している．これらの知見を
考慮するとDTによって喪失した筋量や跳躍能力を改善
させるためには，DTに対して同期間以上のRT期間が必
要となる可能性がある．
そこで本研究はコロナ禍によってチーム練習を休止した

大学女子バレーボール選手を対象に，突発的なDTが身
体組成と跳躍能力の低下に及ぼす影響を調査すること，
またDTの期間に対してどの程度のRT期間でそれらが改
善するのか，について検討した．

Ⅱ．方法

1．被験者
被験者は関東大学女子バレーボールⅠ部リーグに所属
するK大学の女子バレーボール選手9名を対象とした．
測定開始時点における被験者の年齢および身長，体重は
そ れ ぞ れ19.8±1.0歳，168.6±6.4cm，64.6±6.8kgで
あった．被験者は，年間を通じてバレーボール競技のト
レーニングを行っており，週5日のバレーボール競技練習
（試合を含む）および週1日以上のウェイト，持久力，プ
ライオメトリック等の内容を含むトレーニングを行って
いた．K大学女子バレーボール部ではCOVID-19の感染
拡大に伴い，2020年4月1日から2020年6月7日までの
一切のチーム練習が中断され，2020年6月8日からチー
ム練習が再開した．本研究ではチーム練習が中断した4

月1日から6月7日までの期間をDTと定義した．さらに
DT前の3月のバレーボール競技練習をPre-training（以下
PT），6月7日以降のバレーボール競技練習をRTと定義
した．PT，DT，RTにおけるチームでの1週間の平均練
習時間（h）を図1に示す．K大学女子バレーボール部の
競技練習はRT期間において，2時間以上，6時間未満の
練習は週4～ 6日間の頻度で行われた（不定期で行われる
学外チームとの練習試合を含む）．練習再開初期において
はCOVID-19の感染予防対策として，チームの練習時間
を1日2時間までとする活動制限がK大学全体で設定さ
れていた．この制限は期間の経過に伴って徐々に緩和さ
れ，K大学女子バレーボール部ではRT期間の7週目（図
1，21週目）から練習時間の増加傾向が確認された．表1

にはRT中に被験者が行っていたバレーボール競技練習の
運動内容を示した．その内容としては，主として，ウォー
ミングアップ，技術練習，実践練習によって構成されて
おり，RT期間を通してバレーボール競技練習の内容が大
きく変更されることはなかった．測定を実施するにあたり，
すべての被験者に本研究の目的，方法および実験に伴う
危険性などを十分に説明し，口頭による実験に参加する
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同意を得た．なお，本研究は国士舘大学体育学部の研究
倫理委員会の承認を受けて実施した．

2．バレーボール競技練習中の身体活動量の測定
本研究では3軸加速度センサー型活動量計（Active style 

Pro HJA-750c，OMRON社製）を用いて，PTおよびRT

において実施したバレーボール競技練習中の身体活動量
を毎日測定した．この活動量計は3軸の合成加速度から
10秒間毎に0～ 18の運動強度（METs）を識別し，運動
強度に運動時間を乗ずることで身体活動量（Ex）を推定す
ることができる（田中ほか，2013）．この活動量計をバレー
ボールの専門的な競技練習中（練習試合を含む）に被験者
の左足首に装着した． 

3．主観的疲労度，身体組成，垂直跳びの測定
PT期間およびRT期間において主観的疲労度，身体組

成，垂直跳びの測定を実施した．各測定はPT期間中（以
下Pre）及びDT直後（以下Post），RTが開始してから1か
月後（以下RT-1mon），2か月後（以下RT-2mon），3か月
以降（以下RT-3mon）に実施した．なお全ての測定は練
習を開始する前に行った．
主観的疲労度の測定は10㎝のVisual Analog Scale（以
下VAS）を用いて評価した．VASは「全く疲労のない状
態」：0から「（想像できる範囲の）最大の疲労状態」：10

を表しており，被験者には「全身の疲労状態はどのくらい
ですか」と記載された用紙に，今の疲労状態について鉛筆
で直観的に線を引くよう指示をし，定規を用いて1㎜単
位まで出力した．
身体組成項目は体重，除脂肪量，脂肪量とし，身体
組成測定装置（Body Composition Analyzer MC-160，
TANITA社製）を用いて，インピーダンス法により測定し
た．なお，本研究では被験者の普段の生活習慣で身体組
成を評価することが重要であると考え，食事摂取や水分
補給に関する条件設定は行わず，着衣量の設定は0.5kg

とし，運動前に測定を行った．
垂直跳びは上肢の反動を用いるCMJ-ASおよび上肢の

動きを制限したCMJを測定試技とした．被験者には測定
前に十分準備運動を行わせ，CMJ-AS，CMJの順で両試
技とも全力で跳ぶように指示した．また，CMJにおいて
は上肢の反動を用いないよう腰部に手をつけて跳ぶように
指示をした．各跳躍はジャンプマット（アプライドオーフィ
ス社製）を用いて跳躍中の滞空時間（ta）を計測し，以下
の式を用いて跳躍高を算出した．測定は各試技を2回ず
つ行い，跳躍高が高い試技を最大跳躍高として採用した．
なお，動作や数値に異常がみられた場合は3回目以降を
実施した． 

跳躍高（h）＝1/8・9.81・ta2

9.81は重力加速度（m/s2）

4．DT期間中の運動実施内容に関するアンケート調査
DT期間中における被験者の運動実施内容について，測
定の終了後に追加のアンケート調査を実施した．アンケー
トはグーグルフォームを用いて被験者がDT中に余暇（ア
ルバイトやボランティアなどの仕事以外での運動）で行っ
ていたと思う運動について尋ねるものであり，高，中，低
強度別に分けてそれぞれ回答を依頼した．この時，高強
度および中強度の運動については世界標準化身体活動質
問票（GPAQ）（Bull and Armstrong，2009）を参考にして，
高強度運動を「呼吸または心拍数が大幅に増加し，少な
くとも10分間続くような強度の高いスポーツ，運動，レ
クリエーション」，中強度運動を「呼吸または心拍数が少
し増加し，少なくとも10分間続くような中程度の強さの
スポーツ，運動，レクリエーション」と定義した．これに

COVID-19に伴う身体活動量の変化が大学女子バレーボール選手の身体組成および跳躍能力に及ぼす影響

図1. K大学女子バレーボール部における1週間毎の平均練習時間

表1. RTにおけるバレーボールの専門競技練習の運動内容
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加え，世界標準化身体活動質問票には低強度運動に関す
る記載が見当たらないため，本研究では低強度運動を「呼
吸または心拍数にはさほど影響がなく，少なくとも10分
間続くような低強度の強さの身体運動」と定義した．回答
形式は運動頻度（月1回未満，月1～ 3回，週1～ 2回，
週3～ 4回，ほぼ毎日）および1回あたりの運動時間（30

分未満，30～ 59分，1～ 2時間未満，2～ 3時間未満，
3～ 4時間未満，4時間以上）について尋ね，またその時
の具体的な運動内容についても高強度，中強度，低強度
の運動強度別に回答させた．

5．データ分析
PTおよびRTにおけるバレーボール練習中の身体活動
量は，3軸加速度センサー型活動量計により計測した
10秒毎の運動強度（METs）を活動量計から抽出し，バ
レーボール競技練習開始から終了までの練習時間（sec）
を乗じて1日の練習中の身体活動量（Ex）を算出した
後，1週間毎に合計した（図2）．さらに， 身体活動量は
Pre trainingにおける 4週間の合計値（Pre）およびRTの
開始から4週間毎の合計値（RT-1mon，RT-2mon，RT-
3mon）を算出した．体重，除脂肪量，脂肪量，CMJ-AS

およびCMJの跳躍高においては，Preの値に対するPost，
RT-1mon，RT-2mon，RT-3monの変化率を算出した．

6．統計処理
本研究における身体活動量，主観的疲労度，体重，除
脂肪量，脂肪量，CMJ-ASおよびCMJの跳躍高の各測
定値は，平均値と標準偏差で示した．全ての実測値お
よび変化率について，Shapiro-Wilkの検定を用いて正規
分布の確認を行ったところ，身体活動量，CMJの跳躍
高，体重変化率，CMJの跳躍高変化率について，有意
性が認められ（p<.05），正規分布が仮定されなかった．そ
こで，本研究では各数値の期間差を比較するために，正
規性が仮定された実測値および変化率に関しては対応の
ある1要因の分散分析を行い，主効果が認められた場合
はBonferroniの方法を用いて多重比較検定を行った．さ
らに，正規性が確認されなかった実測値および変化率に
ついては正規分布の有無にかかわらず適用可能とされる
（池田，2013）ノンパラメトリック手法のFriedman検定
を用いて期間の差の有無を確認し，有意な差が認めら
れた場合は多重比較検定を行った．いずれも有意水準は
5%とした．本研究における統計処理は，SPSS Statistics 

Version 24.0（IBM社製）を使用した．

Ⅲ．結果

１．DT期間中における被験者の運動実施内容
本研究ではDT期間中における被験者の運動実施内容

についてアンケート調査を行った．表2は各被験者のアン
ケートの回答を示したものである．その結果，本研究の
被験者において，いずれの運動も実施していなかった者
が1名，低強度の運動のみ実施していなかった者が1名で
あった．その他の各被験者からは，高強度運動に関して
は「月1回未満」から「ほぼ毎日」の頻度で「30分未満」から
「60～119分」の時間，中強度運動に関しては「月1～3回」
から「ほぼ毎日」の頻度で「30分未満」から「60～ 119分」
の時間，低強度運動に関しては「月1～ 3回」から「ほぼ
毎日」の頻度で「30分未満」から「60～ 119分」の時間を実

図2. バレーボール競技練習中における1週間毎の合計身体活動量

表2. Detraining（DT）期間中における被験者の運動実施内容に関するアンケート結果
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施していたとの回答が得られた．また，具体的な運動内
容に関して，主として高強度運動では「ランニング」，中
強度運動では「レジスタンストレーニング」，「ジョギング」，
「ウォーキング」，低強度運動では「ストレッチ」，「ウォー
キング」，「レジスタンストレーニング」などの回答が得られ
た．

2．各測定項目の期間変化
図3に各期間における合計身体活動量の変化を，表3

にVAS，体重，除脂肪量，脂肪量，CMJおよびCMJ-AS

における跳躍高の期間変化を示した．本研究では各測定
値の期間差の比較において，身体活動量およびCMJの
跳躍高にはFriedman検定を，その他の測定項目には1

要因の分散分析を用いた．その結果，身体活動量におい
て，期間に有意な差が認められ（p=.006）， RT-1monは
Pre，RT-2monとの間に有意な差を示し，RT-1monで最
も低い値が観察された．VASにおいて，期間に有意な主
効果が認められたものの（p＝ .017），多重比較では各期間
で有意な差は認められなかった．体重においては，期間
に有意な主効果は認められなかった（p＝ .858）．除脂肪
量において，期間に有意な主効果が認められ（p＝ .000），

PostはPreとの間に有意な差を示し，Postで最も低い値
が観察された．脂肪量において，期間に有意な主効果が
認められ（p＝ .013），PostはRT-2monとの間に有意な差
を示し，Postで最も高い値が観察された．CMJの跳躍
高において，期間に有意な差が認められ（p＝ .035），RT-
1monはRT-2mon，RT-3monとの間に有意な差を示し，
RT-1monで最も低い値が観察された．CMJ-ASの跳躍
高において，期間に有意な主効果が認められ（p＝ .000），
PostおよびRT-1monで低値を示し，PostとRT-2monの
間，RT-1monとRT-2mon，RT-3monの間に有意な差が
観察された．

3． 身体組成および跳躍能力のPreに対する相対的変化
図4に身体組成および跳躍高のPreに対する相対的変
化を示した．本研究では相対的変化の比較において，体
重およびCMJの跳躍高にはFriedman検定を，その他の
測定項目には1要因の分散分析を用いた．その結果，体
重の相対的変化において，期間に有意な差は認められな
かった（p＝ .371）．除脂肪量の相対的変化において，期
間に有意な主効果が認められ（p=.001），PostからRT-
3monにかけて増加する様相を示し，PostとRT-1monの
間に有意な差が観察された（図4-b）．脂肪量の相対的変
化において，期間に有意な主効果が認められ（p=.011），
PostからRT-2monにかけて低下する様相を示し，Postと
RT-2monの間に有意な差が観察された（図4-c）．CMJの
跳躍高における相対的変化において，期間に有意な差が
認められ（p＝ .020），RT-1monからRT-3monにかけて増
加する様相を示し，RT-1monとRT-2mon，RT-3monの
間に有意な差が観察された（図4-d）．CMJ-ASにおける跳
躍高の相対的変化において，期間に有意な主効果が認め
られ（p=.000），PostおよびRT-1monで低値を示しもの
の，RT-2mon，RT-3monにかけて有意な増加が観察され
た（図4-e）．

図3． バレーボール競技練習中における各期間の合計身体活動量

表3． 各期間における測定値の比較

COVID-19に伴う身体活動量の変化が大学女子バレーボール選手の身体組成および跳躍能力に及ぼす影響
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Ⅳ．考察

本研究は大学女子バレーボール選手を対象に突発的な
DTが身体組成および跳躍能力に及ぼす影響を調査する
こと，また，DTに対してどの程度のRT期間でそれらが
改善するか，について検討した．その結果，VAS，除脂
肪量，脂肪量，CMJおよびCMJ-ASの跳躍高に関して，
期間に有意な主効果および差が認められたことから，突
発的なDTは主観的疲労感および身体組成，跳躍能力に
変化を及ぼすことが明らかとなった．さらにRT期間では，
RTの開始から1か月後（RT-1mon）に除脂肪量の有意な
増加がみられ，RTの開始から2か月後（RT-2mon）に脂
肪量の有意な低下およびCMJ，CMJ-ASにおける跳躍高

の有意な増加が観察された．以上のことから約2か月間
のDTで変化した身体組成および跳躍能力の改善にはDT

と同程度の期間のRTを要することが示唆された．

1．本研究における被験者の身体組成及び跳躍能力の水準
本研究の被験者において，Preの身体組成項目およ
び跳躍能力は体重，除脂肪量，脂肪量，CMJの跳躍
高，CMJ-ASの跳躍高の順で，64.6kg，50.1kg，14.5kg，
33.3cm，38.0cmであった．対して，村本ほか（2014）
の調査では，大学女子バレーボール選手の身体組成項
目および跳躍高の平均値は体重，除脂肪量，脂肪量，
CMJ，CMJ-ASの順で59.1kg，42.4kg，16.6kg，35.6cm，
29.8cmであったと報告している．また，日本のシニアトッ

図4． Preの値に対する身体組成および跳躍高の相対的変化
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プ選手における調査（西牧・山本，2020；吉本・長尾，
2020）では，体重，除脂肪量，CMJ-ASの跳躍高の順で
66.5kg，54.7kg，43.2cmであったと報告されている．これ
らの数値と本研究の値を比較すると，本研究の被験者は
国内トップ選手の値までには満たないが，大学生としては
比較的体格と跳躍能力が優れた水準であったものと推察
された．

2．DT期間の運動内容と身体活動量および 主観的疲労度
　  の期間変化
本研究ではDT期間中の運動実施内容に関する調査を
行った．その結果（表2），DT期間において，9名中1名
の被験者はいずれの運動も実施していなかったが，その
他の被験者においては，運動頻度は異なるものの，各強
度の運動をDT期間中にそれぞれ実施していた．さらに
具体的な運動内容については，ランニング，ジョギング，
ウォーキングといった運動が多い傾向が観察された．日
本国内は緊急事態宣言下であっても大学生への外出自粛
制限の影響は比較的海外よりも低かった可能性が指摘さ
れており（森山・幸，2021），本研究の被験者においても，
DT期間中に屋外での運動を行っていたものと考えられ
る．しかし，本研究結果ではPostにおいて，脂肪量は有
意に最も高く，除脂肪量とCMJ-ASの跳躍高も他の期間
より有意に低いことから（表3），DT前の身体組成および
跳躍能力を維持できるほどの十分な運動ではなかったもの
と推察された．
次にバレーボール競技練習中の身体活動量（図3）およ

び主観的疲労度の期間変化（表3）について検討した．身
体活動量においては，RT-1monでPreおよびRT-2monよ
りも有意に低い値が認められた．K大学ではチーム練習
が再開した初期にCOVID-19の感染予防対策として，1

日の練習時間を2時間までとする活動制限が設定されて
いた．1週間毎の平均練習時間（図1）をみてみると，RT

期間の初期においては2時間で推移しており，1週間毎
の合計活動量（図2）においても，week15は最も低い値
を示し，その後（week16，17）もわずかな増加傾向にとど
まっている．前述の通り，バレーボール競技練習の内容
はRT期間を通して大きな変更はなかったことを踏まえる
と，RT-1monにおける活動量の低下は練習時間の制限
が影響したものと考えられる．次に，主観的疲労度にお
いて，期間に有意な主効果が認められた（表3）．主観的
疲労度にはトレーニングなどの身体的な要因が影響する
（Dickinson and Hanrahan，2009）ことから，本研究にお
いてもDTによってトレーニングを中止したことが主観的
疲労感の期間変動に起因したものと解釈できる．一方で，
バレーボール競技練習中の身体活動量はRT-1monで有
意に低値であったのにもかかわらず（図3），RT-1monの

VASはPostから増加する様相が観察された（表3）．Post

において身体組成や跳躍高は変動が見られた（表3）こと
を考慮すると，通常よりも体力が低下している場合，た
とえ少ない身体活動量であっても主観的な疲労度は高く
なることが示唆された．

3．DT後およびRTにおける身体組成の変化
本研究ではDT後およびRTにおける身体組成の変化に
ついて検討した．DT前後（Pre，Post）において体重に変
化はみられなかった．一方でPostにおいて，除脂肪量で
は有意に最も低い値が，脂肪量では有意に最も高い値
が確認された（表3）．この結果はオフシーズンのDT後
におけるプロサッカー選手の除脂肪量および脂肪量の変
化（Suarez et al．，2019）と一致する．除脂肪量とは体重
から脂肪量を除いた身体質量であり，多くの割合を筋
が占める．即ち除脂肪量の増減は骨格筋量や筋サイズ
の変化に依存するものであると考えられる．先行研究に
おいて筋力トレーニングによって増加した下肢（Kubo et 

al．，2010）および上肢（Ogasawara et al．，2013）の筋横
断面積がDTによって減少することが報告されている．し
たがって，不十分なトレーニング刺激が継続したことに
より，除脂肪量が減少（表3）したものと考えられる．他
方，脂肪量に関してはこれまでいくつかの先行研究におい
て5～ 8週間のDTによって有意に増加したと報告され
ている（Bernardo et al．，2017；Després et al．，1984；
Giada et al. ,1998；Koundourakis et al．，2014；Petibois 

and Deleris，2003）．対して，2週間（Yun-Tsung et al．，
2021）および4週間（Izquierdo et al．，2007）のDTでは
脂肪量に有意な変化は認められなかったとの指摘もある．
これらの知見を併せると脂肪量の増加はDTの期間が5週
間以上である場合に顕著であり，本研究のDTは9週間
にも及んだことから，脂肪量が増加するには十分な期間
であったものと推察する．
次にRT後における身体組成の相対的な変化について
観察したところ，Postと比較して除脂肪量はRT-1monで
有意な増加（図4-b）が，脂肪量はRT-2monで有意な減少
（図4-c）がそれぞれ観察された．Staron et al．（1991）によ
ると女性においても筋力トレーニングを十分に行っておく
ことで筋力や筋の質を改善することができ，筋の横断面
積はDTで低下したとしてもDTよりも比較的短期間で回
復することを報告している．また，持久力トレーニング前
後およびDT後における脂肪の代謝作用について男女で比
較した研究（Després et al．，1984）では，女性は男性と比
較してトレーニング後においても脂肪代謝作用の変化が少
なく，性差が存在することを報告している．これらの知見
を踏まえると，本研究の対象者が年間を通して運動およ
びトレーニングを行っていたこと，また，女性特有の脂肪

COVID-19に伴う身体活動量の変化が大学女子バレーボール選手の身体組成および跳躍能力に及ぼす影響
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代謝が複合的に作用したことで，RT後において，除脂肪
量と脂肪量の有意な変化が現れる期間に違いが生じたも
のと推察される．しかしながら，除脂肪量に関しては相対
的変化においてRT-3monで最も上昇したものの（図4-b），
実測値（表3）をみると，RT-3monはPreの値よりも低い
傾向にあり，DT前と同じ水準までには改善しなかった．
対して，先行研究（Ogasawara et al．，2013）では6週間の
レジスタンストレーニング後に3週間のDTを繰り返し実
施したところ，DT後に筋横断面積は減少するものの，そ
の後の6週間のRTで直ちに回復し，DT前以上の筋横断
面積を獲得できると報告している．本研究において，除
脂肪量がPreまで改善しなかった理由としては，本研究に
おけるRTの内容がバレーボールの専門的競技練習を主と
して構成されていたためであると推察される．トレーニン
グは筋力や筋量などの向上を目的とする体力トレーニン
グと専門競技の技術向上を目的とする専門的競技トレー
ニングに分類できる（眞鍋，2017；河森，2020）．それぞ
れの主目的は異なるものの，技術練習であっても筋量の
増加に副次的な効果をもたらす（河森，2020）．これらの
ことを踏まえると，RTのトレーニング内容が競技専門練
習を主とした場合，除脂肪量はDT前（Pre）と同じ水準
までには達しないが，競技専門練習の副次的な効果によっ
てDT直後（Post）よりも除脂肪量を増加させたものと推察
された．

4．DT後およびRT期間における跳躍能力の変化
本研究ではDT後の跳躍高について検討した．その結
果，PostにおいてCMJおよびCMJ-ASの跳躍高はPreか
ら低下する傾向を示し，CMJ-ASに関しては最も低い値
が観察された（表3）．Koundourakis et al．（2014）はDT

後において，跳躍高や跳躍および疾走能力，等速性筋力
から評価した最大パワー（Bosquet et al．，2013）が低下す
る一つの要因として，DTによる速筋線維の減少が影響
している可能性を指摘している．跳躍のように爆発的な
力発揮を伴う運動は短時間で大きな力発揮に優れる速筋
線維と関連し（金子，1988），速筋線維はトレーニングで
肥大しやすいがDTでは萎縮もしやすい（小笠原・安部，
2010）．本研究における除脂肪量はPostにおいて，実測値
および相対的変化はともに有意に低い値にあり，筋量の
低下がみられることから（表3，図4-b），速筋線維の減少
によってCMJおよびCMJ-ASの跳躍高の低下に影響を及
ぼした可能性が考えられる．
ロックダウンに伴うDTを対象とした研究（Valenzuela 

et al．，2021）においては，CMJの跳躍高がDT前後で
約6.5%低下したことを報告している．対して，本研究
においては，PreからPostにかけての各跳躍高の変化が，
CMJにおいて平均－0.7㎝（－2.1％），CMJ-ASにおいて

平均－1.8㎝（－4.7％）の低下であった（表3）．このように
本研究が先行研究よりも跳躍高の低下を抑制できた要因
としてはDT中の運動様式の違いが起因していると考えら
れる．先行研究（Valenzuela et al．，2021）ではDTにロッ
クダウンを伴っており，本研究以上にDT中の運動条件
に制約があったと想定される．本研究では，DT期間中に
運動を実施していなかった者（表2，被験者G）を除いて，
他の被験者で高強度のランニングを共通して実施していた
（表2）．Markovic et al．（2007）によれば，疾走トレーニ
ングがプライオメトリックトレーニングと同等にCMJやス
クワットジャンプの跳躍高の向上をもたらすことに加え，
疾走トレーニングでのみ下肢の伸展筋力や疾走能力も向
上させたことを報告している．本研究の被験者はDT中に
疾走トレーニングを実施したわけではないものの，DT中
に被験者が行った高強度のランニングによって上述のよ
うな効果が得られ，CMJの跳躍高の低下を抑制した可能
性が考えられる．しかし，本研究の被験者におけるDT中
の運動頻度や運動時間にはばらつきがあり，高強度のラン
ニング速度も不明なことから，跳躍高の低下を抑制する
ためにどの程度の走運動が必要であるかは今後の検討課
題である．
さらに，本研究のPostにおけるCMJ-ASは他の期間よ

りも有意に低い値を示し，CMJとは異なる結果を示した
（表3，図4-e）．Vaverka et al．（2016）はバレーボール選
手が垂直跳びの際に用いる上肢の振り込み技術について
検討したところ，上肢の振り込みを制限した場合から振
り込みを用いた場合の跳躍高の増加率は，先行研究の報
告では15～ 24％の数値であったのに対し、バレーボール
選手では約38％を示し，バレーボール選手は他者よりも
腕の振り込み能力に長けることを報告している．本研究
の被験者におけるCMJ-ASに関して，他球技種目におい
て比較的跳躍を伴うハンドボール，バスケットボール，バ
ドミントンのシニアトップ選手に関する調査（吉本・長尾，
2020）ではCMJ-ASの跳躍高が35.7cm～ 37.2cmであった
ことが報告されており，本研究における被験者のPreの値
の方が優れていた．これらの知見を踏まえると，本研究
においてはDT期間にバレーボール競技練習が中止された
ことにより，跳躍の際にバレーボール選手が有していると
考えられる上肢の振り込み技術が低下した可能性が考え
られ，それらによって，PostにおけるCMJ-ASとCMJの
結果の相違に起因したものと推察される．
次にRTにおけるCMJおよびCMJ-ASの跳躍高の変化
について検討した．González et al．（2011）は女子バレー
ボール選手を対象とした研究において，除脂肪量が増加
し，脂肪量が減少した際にCMJおよびCMJ-ASの跳躍
高が平均5.6㎝および5.8㎝有意に増加したことを報告し
ている．同様に，Sieroń and Pietraszewska（2018）におい
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ても除脂肪率の増加および体脂肪率の減少と共にCMJ-
ASの跳躍高が約6.9㎝有意に増加したことを報告してい
る．本研究においても，CMJおよびCMJ-ASにおける跳
躍高はRT-2monで有意な増加が見られ，PostからRT-
3monにかけては，CMJで平均2.1㎝（4.6％），CMJ-AS

で平均3.9cm（6.7％）の増加が確認された（表3，図4-d，
図4-e）．その際に，除脂肪量と脂肪量はRT-2monで共
に増加および低下する様相が観察されたことから，跳躍
高を向上させた要因の一つとして身体組成の改善が影響
した可能性が考えられる．一方で，その他の要因として，
本研究の対象者がバレーボール選手であり，RTにおいて
バレーボールの専門的な競技練習を主として行っていた
こともCMJおよびCMJ-ASの跳躍高の増加に関与してい
ると考えられる．バレーボール選手は競技中においてサー
ブ，ブロック，アタック動作によって跳躍運動を頻繁に
伴うことから，シーズンを通して多量の跳躍運動を実行
する（Antonio et al．，2020）．跳躍動作は反動動作を伴
う伸張－短縮サイクル運動（stretch-shortening cycle運
動：以下SSC運動）であり，ジャンプドリルなどのSSCに
基づいたプライオメトリックトレーニングは筋活動の活性
化や筋腱の剛性を増強する（Markovic，2010）．さらに，
Rodrigo et al．（2021）は，プライオメトリックトレーニン
グがバレーボール選手のCMJやCMJ-ASといった筋力を
向上させるのに有効であると報告している．本研究の対
象者においてもRT期間中のバレーボール競技練習におい
て跳躍運動を多用したことが想定され，トレーニングの特
異性の原則（パワーズ・ハウリー，2020）に従って，プラ
イオメトリックトレーニングに類似した効果が発現した可
能性がある．したがって，除脂肪量の増加および脂肪量
の低下，即ち身体組成の正の変化に加えて，RT期間に
行われたバレーボールの専門的な競技練習によるプライオ
メトリックなトレーニング効果が複合的に作用した結果，
CMJおよびCMJ-ASの跳躍高の有意な上昇に寄与したも
のと推察される．この点については，競技中に高い跳躍
高の発揮を求められるバレーボールの競技特性を考慮し
ておく必要がある．なぜならば，King and Cipriani（2010）
は垂直跳び能力を向上させるためには，プライオメトリッ
クトレーニングの中でも垂直方向への運動課題を実行す
ることが有効であることを指摘している．そのため，本研
究で観察された専門的競技練習を主としたRT後における
CMJおよびCMJ-ASの跳躍高の改善はバレーボール選手
や跳躍運動を主動作とするスポーツ選手に限定的に適応
される可能性がある．

5．競技現場への示唆
本研究結果から，コロナ禍による突発的な9週間のDT

は大学女子バレーボール選手の身体組成および跳躍能力

の変化に影響を及ぼすことが明らかとなり，長期のDTは
スポーツ活動に必要な身体組成や運動機能を喪失させる
ことが示唆された．スポーツ選手は突然の怪我や病気，
ウィルスの流行などにより普段の競技練習を突発的に休
止する場合がある．そのため，スポーツ現場においては長
期DTが生じた時に備えて，定期的に選手の身体組成や
フィールドテストの計測を実施し，データを蓄積しておく
ことが重要であると考えられる．さらに，大学生の中でも
比較的高い競技水準を有する女子バレーボール選手を対
象とした場合，2か月のDTに対して，2か月程度のRT

を行うことによって，身体組成および跳躍能力をDT直
後（Post）よりも有意に改善できることが示された．これは
ロックダウンに伴う約2か月のDTに対して2か月程度の
RTを行った先行研究（Valenzuela et al．，2020）と一致す
る．即ち，DTが長期であった場合，身体組成や跳躍高
の改善を図るためにはDTの期間と同程度以上のRT期間
を要するものと考えられる．しかしながら，除脂肪量にお
いては，3か月の RT（RT-3mon）以降もDT前（Pre）より
低い値が観察された．これは本研究のRTがバレーボール
専門の競技練習を主としていたことが要因であると推察さ
れる．したがって，指導現場においては，種目やトレーニ
ングなどの特性を考慮した上で，DT期間に応じたRT期
間を勘案する必要があるであろう．

Ⅴ．結論

本研究結果から，コロナ禍における約2か月間の突発
的なDTは大学女子バレーボール選手の除脂肪量および
脂肪量を変化させ，跳躍高を低下させることが明らかと
なった．またRTがバレーボール競技練習を主とした内容
であっても，DTと同期間程度のRTを行うことによって，
身体組成および跳躍能力をDT直後（Post）よりも有意に
改善できることが示唆された．
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