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りません。しかし、実際にやってみる
とわかりますが、広いフィールドでは
小型のスピーカーでは音が遠くまで届
かず、トレーニングで全員にきちんと
聞こえるような大音量で、ストップウ
ォッチを見ながら少なくとも1/10秒ま
で正確に何回も何回も繰り返してミス
することなくホイッスルを吹く、それ
を週に何回も行うのは決して楽ではあ
りません。コーチにはもっと重要な仕
事があり、時間の管理とホイッスルの
合図はこうしたデバイスに任せて、コ
ーチはその重要な仕事に集中するべき
だということを強調しました。
　今回の内容を正確に理解していただ
くために、前回の記事をまだお読みで
ない方はぜひそれを先に読んでからこ
の記事を読んでいただければと思いま
す。

１．インターバル走
トレーニングの
プログラム変数と
トレーニング計画

　インターバル走トレーニングのプロ
グラムを作成するうえで操作するべき
変数は以下のようにまとめることがで
きます。

①強度：MASを基準としてその何%

前回の復習

　最初に前回のポイントをおさらいし
ます。
　今日、ウェイトトレーニングやジャ
ンプトレーニングでは常識となってい
るトレーニング強度の科学的･合理的
な設定方法が、なぜか従来の持久的走
能力のためのトレーニングでは採用さ
れてきませんでした。そもそも、選手
一人ひとりの能力を最大限に発達させ
るためには、個人ごとに最大能力を測
定し、その相対値〈%〉で強度を設定
することが必要ですが、持久的走能力
トレーニングでは、その強度となる走
速度はほとんどコントロールされず、
選手の主観的な“全力”に任されるか、
一律の絶対的速度が全員に強制的に適
用されてきました。
　こうした事態を改善するためは、ま
ず一人ひとりの選手の最大有酸素性走
速度（MAS）を正確に測定すること、
そしてその相対的な速度でインターバ
ル走トレーニングにおける走速度を個
別に設定することが最も理にかなった
強度設定法です。
　前回はこのMASをフィールドで正
確に測定するための方法と、MASの
相対的速度に基づいてインターバル走
トレーニングを実施する方法を紹介し
ました。MASを測定するテストとし

て、VamEvalテスト、20mシャトル、
45-15VMA、30-15IFTの実施法を説
明しました。これらで得られた個人ご
とのMASに対する相対的強度（%）
から個人ごとの走速度を割り出し、そ
の速度で一定の時間（例えば10秒）
で走り切るべき走距離を計算し、選手
ごと（あるいはグループごと）に異な
る走距離をマーカー等で示し、指定し
た時間内にその距離を正確にカバーさ
せるというインターバル走の方法を詳
しく説明しました。こうすることで、
選手一人ひとりが納得してその距離を
決められた時間内で走り切ることにチ
ャレンジすることができます。
　こうした合理的なトレーニングを効
率よく行うためのツールやデバイスに
ついても紹介しました。フィールドで
速度を正確に一定時間ごとに漸増させ
て行くために設定した距離をカバーさ
せるための運動時間、一定時間の休息
を挟む間欠性テストでは運動時間と休
息時間を正確に反復して知らせるため
には、MAS測定とインターバルトレ
ーニング専用に開発されているビープ
音発生装置を用いることが極めて有効
です。
　もちろん、無料アプリと市販のスピ
ーカーでテストを行い、ストップウォ
ッチとホイッスルでトレーニング時間
を管理することもやってやれなくはあ
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強度のスピードで走るか
②走時間：何秒間走るか
③走コース：一方向、往復走、1.5往

復走等々
④休息時間：何秒間休むか
⑤休息強度：完全レストかジョッグに

よるアクティブテストか
⑥レップ数：何回反復するか
⑦セット数：何セット行うか
⑧セット間レスト：セット間の休息時

間
⑨サーフェイス：天然芝、人工芝、コ

ート、アスファルト等々
⑩総トレーニング時間：すべてのセッ

トを完了するのに要する時間
　
　以上のプログラム変数を操作して、
一定期間のプログレッションを計画し

ます。その一例が表1です。8週間に
週2回実施、90%MASから105%MAS
に強度を上げていきます。走る時間は
常に10秒ですが、休息時間は最初13
秒から始め最終的に8秒に短縮させま
す。レップ数とセット数も徐々に増や
しセット間レストも強度が増すにつれ
3分から2分へと短縮させます。4週間
後に再度MASをテストし、個人の走
行距離を再設定することもあります。

２．周回コースでの
スピードコントロール
　
　インターバル形式ではなく、200～
400mのトラックでの周回コースにお
いて一定のペースで走らせるためには、
各選手のスピードに合わせてマーカー

やコーンの距離を変えます。その場合
は異なる色でそれぞれのスピードがわ
かるようにします。例えば200mトラ
ックで時速17㎞、18㎞、19㎞、20㎞
の4パターンつくるとします。ビープ
音を5秒ごとに鳴らすとすると、5秒
でカバーするべき距離は、それぞれ
23.6、25、26.4、27.8ｍとなりますか
ら、ウォーキングメジャーを使ってコ
ース上にそれぞれ異なる色のマーカー
かコーンを置いていきます。
　この例では時速18㎞は25mなのでち
ょうど8分割した区間となりますが、
残りのスピードでは1周の最後は距離
が短くなります。その部分はインター
バルとして少し歩くようにして調整し
ます。この設定で5周すると1000mの
持続走トレーニングとなります。

３．最大スピード能力の
個人差を加味した
ランニング距離の設定

　走速度の設定は、基本的にはこれま
で説明してきたように、走る時間に合
わせた距離をMASに対するパーセン
テージによって設定します。しかし、
MASの100%を超える105%や110%あ
るいは115%といったハイスピードで
インターバル走トレーニングを実施す
る場合には、MASだけではなく、個
人ごとの最大スピード能力の差を考慮
する必要があります。
　例えば図1のように2人の選手の
MASがどちらも時速18㎞だとしても、
最大スプリント速度（MSS: Maxi-
mum Sprint Speed）が、A選手が時

時間の管理とホイッスルの合図はデバイスに任せて、
コーチはもっと重要な仕事に集中するべきだ。

表1　8週間のインタバール走トレーニング計画

図1　無酸素性予備スピード　Anaerobic Speed　Reserve（ASR） 
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速28㎞なのに対し、B選手が33㎞だと
すると、A選手は28-18=10なのに対し
て、B選手は33-18=15となるので、B
選手の方が走速度において時速5㎞分
の余裕があることになります。この最
大スプリント能力は有酸素性のエネル
ギー供給系とは違い、無酸素性のエネ
ルギー供給系によって賄われるスピー
ド能力ですので、MSSとMASの差は、
「無酸素性予備スピード」と呼ばれて
います。Anaerobic Speed Reserveの
略でASRといいます。
　もしこの2人がMASの110%のスピ
ードである時速19.8㎞でトレーニング
するとなると、2人のMASである時速
18㎞を超えるこの1.8㎞というスピー
ドは、A選手にとっては、時速10㎞の
ASRに対して18%ですが、B選手の
ASRは時速15㎞ですから12%となり、
B選手の方が余裕を持って走れること
になります。したがって同じ時速19.8
㎞でトレーニングすると、A選手にと
ってはきつく、B選手にとっては余裕
のあるスピードという差が生まれてし

まいます。
　そこで、MASの100%を超えて強度
設定する場合は、“MAS+ASRのパー
セント”によって速度を決定する必要
があります。例えばASRの10%で強度
を設定すると、A選手は時速18㎞+時
速1㎞=時速19㎞となり、B選手は時速
18㎞+時速1.5㎞＝19.5㎞となり、この
速度に基づいて10秒なら10秒で走れ
る距離をそれぞれ設定することになり
ます。

４．最大スプリント速度（MSS）
の測定
　
　ASRを知るためにはMSSを測定し
なければなりません。MSSを正確に
測定するためには光電管を用います。
10秒台前半の記録を持ち、時速38㎞
を超えるような最大速度に到達する大
学の100mスプリンターでは、その速
度に到達するのは30m~60m付近です
が、その95%の速度には20～30m地点
で到達します。サッカーやラグビーな

どのフィールドスポーツ選手では20
～30mでトップスピードに到達します。
　ですので、図２のように、スタート
地点から20～30mの地点に光電管を
10m離して置き、そのタイムから時速
を計算します。WittyやDashrでは、
秒数の代わりに時速をリアルタイムで
表示できますので、面倒な計算をする
ことなく、選手のMSSをすぐに知る
ことができます。

５．3.6秒メトロノーム

　3.6秒メトロノーム？　インターバ
ル走で3.6秒？　聞いたことがないと
いう人が大部分だと思います。
　これは、フランスのパリサンジェル
マンやマルセイユ、レンヌといった強
豪サッカークラブのフィジカルコーチ
を歴任したG.Gason氏が開発したペー
スコントロー法です。例えばランニン
グそれ自体が禁忌であった選手が走り
始めるとき、最初は様子を見ながら歩
くくらいのゆっくりとしたジョギング
から始め、速度は特に気にすることは
ないでしょう。
　しかし、ある程度走れるようになっ
た段階で、持久的能力を正確に評価し
ながら着実に走能力を向上させ、受傷
前のレベルに効率よく復帰させるため
には、持久走のトレーニングにおける
正確なペースコントロールが不可欠と
なります。
　しかし、インターバルトレーニング
や間欠性テストを行おうとしても、以
前のペース感覚を失っており、持久力
も低下している選手にとって、20mや

3.6秒メトロノームは、フランスのパリサンジェルマンやマルセイユ、レンヌといった
強豪サッカークラブのフィジカルコーチを歴任した
G.Gason氏が開発したペースコントロー法。

図2　最大スプリント速度の測定
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25mといったマーカー間の距離でペー
スをコントロールすることは容易では
ありません。その結果、間に合わなか
ったり、早すぎたり、フライングをし
て帳尻を合わせたりといったことが生
じます。そうした不都合を解消するの
が、3.6秒メトロノームです。
　実は、時速何㎞という数字と3.6秒
間に進む距離（m）は全く同じ数字に
なるという面白い関係があります。例
えば時速10㎞で走ると、3.6秒で進む
距離は10m、時速15㎞なら15m、時速
18.5㎞なら18.5m、そして時速21㎞な
ら21mという具合です。時速を3600秒
で割って秒速を出し、それに3.6秒を
かけるとこの数字になります。
　ですから、まずは時速10㎞から始

めようという日には、10m間隔でマー
カーを並べ、3.6秒ごとにビープ音を
鳴らします。選手はそれに合わせて
10mのマーカーを通過していけばいい
のです。次の週から時速11㎞にスピ
ードアップするなら11m間隔でマーカ
ーを並べればいいのです。時間間隔が
短く、距離も短いのでペースコントロ
ールが簡単です。
　MASとインターバル走トレーニン
グ専用ビープ音発生装置であるSport-
Beeper PROには、この3.6秒メトロ
ノームトレーニングがあらかじめ組み
込まれており、ランニング時間と時速
を選べば、トータル距離と必要なマー
カー数が表示されますので、メジャー
とマーカーを持ってすぐにトレーニン

グコースが作れます。
　図3には、時速12㎞で10秒間のトレ
ーニングをする例を示しました。スタ
ート後3.6秒で12m、次の3.6秒でこの
倍の24mまで移動します。時速12㎞の
スピードで10秒間走ってカバーする
べき距離は33.3mですから、残りは
9.3mとなります。
　この例では、スタートから12m、
24mにマーカーを置き、ゴールのマー
カーを33.3ｍに置きます。ゴールから
逆に33.3m地点にもマーカーを置き、
往復コースで走ります。行きと帰りで
スタート位置を変えることで、うまく
スピードコントロールをしながら走れ
るようになります。スピードに応じて
いくつかの異なるコースを設定すれば、
大人数のチームでそれぞれ異なるスピ
ードでも同時に行うことも可能です。
走るスピードがそれぞれ異なっていて
も、3.6秒ごとに信号が発せられてい
る状況に変わりはありません（図4）。

６．MAS測定･
インターバル走トレーニング
専用ビープ音発生装置
SportBeeper PRO

　SportBeeper PROには、世界中で
行われているほぼすべてのMAS測定
のためのテストと様々なインターバル
走トレーニングのためのビープ音発生
機能が組み込まれています。PCやス
マホやスピーカーを必要とせず、単体
で測定からトレーニングまでをカバー
する専門装置として様々な種目のトッ
プチームやアスリートによって使用さ
れています。
　デフォルトで用意されているテスト
やトレーニングは編集することができ、
自由に選手のレベルや目的に応じて、

図３　時速12kmの3.6秒メトロノームトレーニング

図４　異なるスピードで行う3.6秒メトロノームトレーニング
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テストやトレーニングを独自に作成し
保存しておくことができます。
　例えば図５には、2サイクルインタ
ーバル走の設定画面を示しています。
10秒走って20秒休み、続いて5秒走っ
て25秒休むという組み合わせを10回
繰り返すトレーニングです。５秒走は
10秒走よりも走速度を高く設定しま
す。このようなフィールドスポーツ特
有の異なるスピード、距離、持続時間、
休息時間が繰り返される間欠的なトレ
ーニングも作成することができます。
さらに図の右側に示されているように、
10秒や5秒でカバーするべき距離もメ
ジャー機能で呼び出すことができます
から、簡単にマーカーを設置すること
ができます。
　SportBeeper PROは広いサッカー
場やラグビー場の隅々までビープ音が
届くように105デシベルという自動車
のクラクションと同じレベルの大音量
が出るように作られています。ですの
で、自宅で機能を試したり、体育館や
トレーニングルームで使用したりする
際には専用の消音カバーをつけ忘れな
いように注意が必要です。

７．コーチ本来の仕事
　
　SportBeeper PROのような装置を
活用することにより、コーチは本来の
仕事に集中することができるようにな
ります。フライングをしていないか、
決められた位置でターンをしているか
といった管理はもちろん、個々の選手
のランニングフォームを修正すること
や表情を観察することも重要です。い
つもよりきつそうな選手に対しては1
つ短い距離で走らせたり、短期間で力
をつけてきた選手には1つ長い距離で
走るよう指示したりすることもできま

す。様々な言葉がけで選手を鼓舞しモ
チベーションを引き出すこともできる
でしょう。

　ぜひこの冬は、選手に理不尽だと言
わせず、自ら積極的に取り組むインタ
ーバル走トレーニングを実施して、来
シーズンに向けた持久力や反復スプリ
ント能力の向上にチャレンジしてみて
はいかがでしょうか。

　

図５　 2サイクルインターバルトレーニング 

SportBeeperPROを用いた30-15IFTのテスト風景
負荷漸増テスト･インタ
ーバルトレーニング専用
ビープ音 発 生 装 置 　
SportBeeper PRO
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