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はじめに

日本におけるウィンタースポーツの人気
の高さは、アジア初の冬季オリンピック主催
国（1972年）になった事実からも明らかです
し、第 1回および第 2回冬季アジア大会（1986
年、1990年）を主催したことからも容易に
見て取れます。今ではもちろん 1998年長野
冬季オリンピックも加えられるでしょう。
何よりも日本の気候がウィンタースポー

ツの隆盛を可能にしています。冬は世界で最
も冷たいシベリア気団に覆われます。アジア
大陸から頻繁にやってくる寒冷前線が、日本

ウィンタースポーツ

にヨーロッパの同緯度地域より低い寒気を
もたらすからです。北緯 35度にある東京の
1月の平均気温は 4.7℃で、ロンドンの 1月
の平均気温 4.2℃と同等ですが、ロンドンは
北緯 51度にあるのです。
日本に向かう途上で日本海から湿気を吸

収したシベリア気団は、アジア大陸に面した
地域にしばしば豪雪を降らせます。新潟県上
越市では 1986年、1日に 232センチメート
ルの降雪を記録しました。平屋なら埋まって
しまいます。これは日本列島の太平洋側と驚
くほど対照的で、こちら側では冬の間、空気
は極めて乾燥し、ずっとわずかな降雪しかあ

ウィンタースポーツ
何百万人もが楽しむ季節のレクリエーション

長野冬季オリンピック大会
1998年 2月開催の冬季大
会開会式
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りません。
ウィンタースポーツの環境を向上させて

いるもう一つの要因は、国土の 5分の 4が山
岳地帯であることです。日本アルプスは北部・
中部・南部に分かれ、日本の主な 4つの島の
中で最大である本州の中央を走っています。
日本アルプスの多くの山頂が標高 2,500メー
トル以上で、冬の間は雪に覆われます。これ
らの地域は関東・中部・近畿という 3つの人
口集中部（それぞれ中心は東京・名古屋・大
阪）から電車や高速道路で簡単に行けるので、
当然ながらウィンタースポーツで最も人気が
ある場所となっています。例えばスキーヤー
は、さわやかに晴れた東京から上越新幹線に
乗れば、わずか 1時間と少しで 2～ 4メート
ルの積雪のある新潟県や長野県のリゾートに
着けるのです。各地域の気象条件にもよりま
すが、普通は 12月から 4月初めまでスキー
が可能です。

ウィンタースポーツ人口と 
市場規模

スキーは断然、一番人気のウィンタース
ポーツです。1996年、日本でレジャーとし
てスキーをした人は約 1,610万人でした。余
暇開発センターがまとめたデータでは、ス
キーヤーの数は 1988年から 400万人近く増
えました。日本の平均的なスキーヤーは冬の
間に 5.5回スキーをし、スキーのために年に
10万円以上使います。
アイススケートも人気です。約 480万人

の人が年平均 4.5回スケートをし、8,700円
使います。しかし調査データでは、アイスス
ケートの人気は下降気味で、1988年の 770
万人から 1996年には 480万人になり、男性
より女性で大きく人気が低下しました。ただ
し、フィギュアスケートは見るスポーツとし
て非常な人気を保っています。

1996年、スキー板・スキー靴・アイスス
ケート靴・スノーボード、その他関連用品の
年間消費者市場は 3,930億円と推定されまし
た。1996年のウィンタースポーツ施設建設・

拡張およびスクール運営に関する支出額は
1,420億円に達し、1986年の数字のほとんど
2倍です。この数字はゲレンデやリフト、ス
ケートリンクの使用料、一部ホテルの料金、
これらのスポーツと関連するレストランの
料金を含みます。ウィンターリゾートへの往
復の鉄道運賃や車の交通費は含みません。

競技

他のスポーツに比べると、ウィンタース
ポーツ競技に参加する人の割合はわずかで
す。日本体育協会によると、スキーの競技会
に出場した競技者の数は 9万 2,555人でした。
フルタイムのプロ選手はこのうち 100人しか
いません。公式戦に出場したアイスホッケー
選手は 1万 9,928人、スピードスケートとフィ
ギュアスケートは 7,031人です。アイスホッ
ケーは大学や、大企業が後援するセミプロの
リーグで行われています。1994年、中学生男
子で 5.9パーセント、女子で 4.8パーセント

スキージャンプ
1998年長野冬季オリン
ピックのスキージャンプ
競技ラージヒル（120m）
で、日本の船木和善（中央）
と原田雅彦（右）がそれ
ぞれ金メダル・銅メダル
を獲得。銀メダルはフィ
ンランドのヤニ・ソイニ
ネン
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ノルディック複合
1998年長野冬季オリンピッ
クのノルディック複合団体
で、荻原健司（左）・荻原次
晴（右）兄弟ほかの日本チー
ムは 5位 
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のアイスホッケーが行われます。
リュージュは日本選手が札幌オリンピッ

クでメダルを獲得した種目です。リュージュ
とボブスレーは厳しいスポーツで、選手は
1,000分の 1秒を競います。長野オリンピッ
クでは、リュージュとボブスレーの競技は、
傾斜をつけた人工凍結のコースで実施され
ることになっています。
近年、日本はスノーボードやカナダ発祥

のスポーツであるカーリングなど、比較的新
しく、馴染みのないウィンタースポーツにも
熱心に取り組んできました。カーリングは今
年の長野オリンピックで冬季オリンピック
の公式競技になります。
スノーボードは 1960年代にアメリカのミ

シガン州で始まり、1980年頃日本に伝わり
ました。1983年に日本スノーボード協会が
設立され、同年最初の日本スノーボード選
手権が開催されました。現在、12万人以上
の人が日本でスノーボードを楽しんでおり、
スキー場をスノーボーダーにも開放するス
キーリゾートが増えています。スノーボード
も長野オリンピックから公式競技の一つに
採用されました。

リゾートその他の施設

本州の主なウィンタースポーツ・エリア
のほとんどは、鉄道の便がよく、チェアリフ
トや夜間照明の設備を備えています。東京か
ら近い上越線の沿線には、土樽・中里・岩原・
湯沢・石打・塩沢・浦佐・小出・小千谷など、
多くのスキー場があります。

ウィンタースポーツ

が学校の公式スキー競技会に出場しました。
様々な国際試合への出場は関心を高め、

選手の技術向上に役立ちます。第二次世界大
戦後、日本で初めて開かれた冬の国際試合は、
男子世界スピードスケート大会でした。また、
日本は 1928年スイスのサンモリッツで開催
された第 2回大会以来、冬季オリンピックの
熱心な参加国であり、1948年のオスロ大会
を除いて、日本選手団はその後全ての冬季大
会に出場しています。

1972年 2月に北海道・札幌で開催された
第 11回冬季オリンピックには、35か国から
1,128人の選手を迎え、70メートル級ジャン
プで日本初の金メダルを獲得しました。この
時、日本選手団はほとんどの競技で過去最高
の成績を収めたのです。

主な大会と選手

スキー競技会では、前回の冬季オリンピッ
クに出場したジャンプの原田雅彦が、現在、
国際大会で元気です。ノルディック複合の荻
原健司は、ノルディックのワールドカップで
度重なる連覇を達成しました。長野オリン
ピックでは日本選手団主将を務めることに
なっています。
スピードスケートでは、堀井学と清水宏

保ほかの日本選手が、世界選手権で強気な戦
いを期待されています。選手たちは現在人
気のスラップスケートを採用し、世界新記
録樹立をめざしています。フィギュアスケー
トでは、伊藤みどりが女子として初めて競技
会でトリプルアクセルを成功させ、1992年、
フランス・アルベールビルの冬季オリンピッ
クで銀メダルを獲得しました。日本のフィ
ギュア・スケーターが獲得した初めてのメ
ダルです。
アイスホッケーでは、セミプロのリーグ

である日本リーグが人気を得つつあります。
日本アイスホッケー連盟には企業のクラブ
チームが 6つあり、11月から 3月まで約 70
試合行います。アマチュアのチーム数も増え
ており、長野オリンピックでは、初めて女子

スピードスケート
1998年長野冬季オリンピッ
クのスピードスケート 500m
で、金メダルに向かって滑
走する日本のスケーター清
水宏保
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菅平スキー場は信越線沿線、四阿山と根
子岳の間のスキーリゾートです。
蔵王は宮城県と山形県の県境にあるリ

ゾートで、東北地方最大、最も施設の整った
スキー場と評判です。ここは樹氷でも有名
で、氷に覆われたマツの木は見事な冬の景観
となっています。
北海道は緯度が高いので、12月初めから

4月末までスキーができます。ほとんどのス
キー場に様々なゲレンデがあって、上級者の
チャレンジもできれば初心者向けの安全なス
キーも可能です。これらのスキー場の多くは
北海道の主要都市の近くにあります。
スケートは多くの湖や屋外リンクで楽し

めますが、都市部にもいくつか施設がありま
す。富士山近くの観光地・箱根にはよいスケー
ト施設があり、東京から電車で 2時間弱の近
さです。

現代ライフスタイルへの対応

国内リゾートへの冬の旅行の楽しみは、
スポーツだけではありません。ウィンターリ
ゾートにある多くの旅館や民宿（ペンショ
ン）、スキーロッジは、美しい景色や温泉な
どの様々なくつろぎを与えてくれます。現代
の日常生活における他の多くの面と同様、日
本のレクリエーションの質も向上し、人々の
ウィンタースポーツの楽しみ方も変わってき
ました。交通・ホテル・食事・スキーリフト
の使用料などを含んだ国内パッケージツアー
の登場は、ウィンタースポーツ関連ビジネス
における競争を一層激化させています。変化
を促進しているもう一つの要因はマイカー所
有率の向上で、これが日帰り旅行の増加につ
ながりました。関越自動車道や東北自動車道
などの高速道路が完成したため、都心部から

わずか数時間のドライブでスキー場へ行け
るようになったのです。
国内スキー施設は 1987年から 92年の間

に急成長を遂げました。しかし近年、暖冬の
ため多くのスキー場で降雪が減り、人々はよ
いコンディションのゲレンデを求めて、以前
より長距離を移動しなくてはならなくなり
ました。消費者の関心を惹きつけようと、各
リゾートは割引パックを宣伝したり、フリー
スタイル・スキーやテレマーク・スキーなど
の新しいスタイルのスキーができるような
対応をしています。また、スノーボードの人
気が急速に高まり、今では 60パーセント以
上のスキー場でスノーボードができるよう
になりましたが、これには新しい安全策の採
用が必要でした。
一部の興味深い新技術も、ウィンタース

ポーツを消費者市場に一層近づけています。
1993年 7月、千葉県船橋市のスキードーム
SSAWS（ザウスと発音する）は、世界初の
通年屋内スキー場となりました。この施設へ
は東京から約 40分以内で行け、同時に 2,000
人のスキーヤーを収容できる上、温水プール
も併設しています。遠く離れたスキーリゾー
トに行く時間やお金のない都市住民を惹き
つけるのに加え、SSAWSは初心者がより難
しいゲレンデに向かう前に、基本的スキー技
術の練習を手助けするトレーニングコース
も運営しています。講師は全日本スキー連盟
の有資格者です。

冬の楽しみ
新潟県の苗場スキー場で
シーズン始めの滑りを楽
しむスキーヤーとスノー
ボーダー
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