©NSCA JAPAN
Volume 13, Number 5, pages 54-57

寄稿

〜 NSCA ジャパンカンファレンス 2005 より〜

「運動不足病」健康作りの切り札、
筋力トレーニング
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京都大学大学院人間・環境学研究科 認知・行動科学講座

助教授

すべきことを最下段に、ぜひとも避けるべきことを最上段に

はじめに
生活習慣病を予防し、健康的な長寿を目的とする運動処方

記載する。その記載事項は、対象（有疾患者、高齢者、年少者

においては、有酸素運動（持久運動）
、筋力トレーニング
（レジ

など）
に応じて適宜修正されるが、通常は最下段に日常生活中

スタンストレーニング）
、柔軟性トレーニング（ストレッチン

の歩行量の増加が、最上段には座って過ごす時間の減少が記

グ）
の３要素をバランスよく配
合することが重要である。本
稿では、近年予防医学的意義
が注目されるようになってき
た筋力トレーニングに力点を
避けるべきこと

置きながら、健康増進のため

座ったままの活動

の運動処方について概説する。

フィジカル・
アクティビティ・
ピラミッド

日常生活中の身体活動量の

・テレビを見る
・コンピュータゲームで遊ぶ

2〜3回 / 週
レジャー活動

増加

・ゴルフ
・ボウリング
・庭仕事

現代社会においては、よほ
ど意識して生活していないか

有酸素運動

く、日常生活中の身体活動量

・長距離のウォーキング
・自動車
・水泳

を確保することが生活習慣病
の基本的対策になる。

毎

健康増進のための身体活動

レクリエーションスポーツ
・テニス
・ラケットボール
・バスケットボール

日

・いつもより余分に歩く
・犬の散歩
・エレベーターの代わりに階段を使う
・車を駐車場の遠い位置に停めて歩く

を啓蒙する手段として、近年
「フィジカル・アクティビテ
ィ・ピラミッド」
（図１）
が利用

ピラミッドの基礎部分である毎日の活動から週間活動計画を始めましょう。
ピラミッドにあるほかの活動を選び、あなたの体力を高めましょう。座ることを減らして、もっと動きましょう。

されるようになってきた
（1）
。
フィジカル・アクティビティ・
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・シットアップ
・プッシュアップ
・ウェイトリフティング

3〜5回 / 週

ぎり「運動不足」に陥りやす

ピラミッドでは日常的に励行

ストレッチ/筋力強化

図1

フィジカル・アクティビティ・ピラミッド
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表1

有酸素運動と筋力トレーニングの臨床効果の比較
(文献 5 より改変)
指 標

有酸素運動

筋力トレーニング

↑↑

↑↑

骨塩量
身体組成
体脂肪率
除脂肪体重

↓
↑↑

→

↑↑↑

糖代謝
糖負荷時のインスリン反応
インスリン基礎値
インスリン感受性

↓↓
↓
↑↑

↓↓
↓
↑↑

血清脂質
HDL コレステロール
LDL コレステロール

↑→
↑→

↑→
↑→

安静時心拍数

↓↓

→

一回心拍出量

↑↑

→

安静時血圧
収縮期
拡張期

↓→
↓→

→
↑→

最大酸素摂取量

↑↑↑

↑→

運動持久時間（最大下・最大運動時）

↑↑↑

↑↑

↑

↑↑

基礎代謝

動脈硬化性疾患の予防に寄与する運動（有酸素運動、
筋力トレーニング、柔軟性トレーニング）の効果

1. エネルギー消費量の増加（運動による消費、日常活動性向上に伴う
消費、安静時代謝量の亢進）
2. 体脂肪量、内臓脂肪量の減少

↓↓
→

筋力

表2

3. インスリン感受性亢進
4. 高血糖の是正
5. 高血圧の是正
6. 血中脂質プロフィールの改善（HDL コレステロール上昇、中性脂肪
低下）
7. 血管内皮機能改善
8. 血小板凝集・粘着の低下
9. 除脂肪体重（筋量）の維持・増加
10. 呼吸循環持久力・有酸素性代謝能力の向上
11. その他の体力学的向上（筋力・筋持久力、柔軟性、関節可動域、
平衡機能、敏捷性など）
12. 心理的効果（意欲向上、うつ・不安の軽減）

酸素運動が不可欠なコンポーネントとなる。
有酸素運動は、単位時間当たりのエネルギー消費が少ない
一方で、長時間の持続ができることから、実質的なエネルギ
ー消費が期待できる。また、有酸素運動は、内臓脂肪を減ら

載される。最下段に続く第２層には、有酸素運動（ないしは有

すとともに、インスリン抵抗性、高血圧、高血糖、血清脂質

酸素運動的要素の大きいスポーツ活動）の励行を、第３層に

異常（特に低HDL コレステロール、高トリグリセリド）など

は、柔軟性トレーニングと筋力トレーニング、あるいは、遊

の心臓血管系主要リスクを改善する。さらに血管内皮機能改

興性や趣味性の高い身体活動（ゴルフ、ボウリング、大工仕

善や血小板凝集性、粘着性の低下作用を有する。これらは、互

事など）
を行うことが推奨される。

いに相関しながら動脈硬化性疾患に対して予防的に作用する。

フィジカル・アクティビティ・ピラミッドは、
「日常生活中

日々のトレーニングの効果として呼吸循環持久力（cardiores-

にどんな身体活動を取り入れればよいか」
、あるいは「どんな

piratory fitness）が向上すると、運動強度を無理なく上げる

ことを避けたらよいか」について理解しやすい反面、
「それぞ

ことができるようになり、さらに効率的なエネルギー消費が

れの身体活動をどの程度の強さで、どのくらいの時間行うべ

可能になる。呼吸循環持久力は心血管死亡率や総死亡率の独

きか」についてはわかりにくい面がある。しかしながら、有

立規定因子であり、肥満患者では低値を示す
（3,4）
。従って、

酸素運動や筋力トレーニング、柔軟性トレーニング、スポー

運動による呼吸循環持久力の向上は、それ自体がメタボリッ

ツ、レジャー活動を含めた総合的な身体活動を推奨すること

クシンドロームの心血管・総死亡の減少に寄与する可能性が

は、わが国を含めた先進社会において強調して過剰にしすぎ

高いものと考えられる。

ることがないメッセージである。
生活習慣病対策としての筋力トレーニング
基本的運動としての有酸素運動

筋力トレーニングは、本来的には筋力の強化を第1 の目的と

現代社会における運動処方の重要なターゲットは、内臓脂

するものであり、内臓脂肪の減少や心臓血管リスク減少に関

肪型肥満やインスリン抵抗性を基盤として生じてくる「メタ

して有酸素運動を超える効果があるものではない。しかしな

ボリックシンドローム」である
（2）
。メタボリックシンドロー

がら、有酸素運動と筋力トレーニングはお互いの特徴を補い、

ムは狭心症、心筋梗塞などの重篤な動脈硬化性疾患の「温床」

強化する関係にある
（5）
（表１、表２）
。肥満治療のために減食

となるため、運動処方においては抗動脈硬化の効果が高い有

療法を行っている場合には、筋力トレーニングを行うことに
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表3

健康増進のための一般的運動プログラム
(文献 1 をもとに改変)

コンポーネント

頻度

方 法

持 続

強 度
・

有酸素運動
（呼吸循環系トレーニング）

3 〜 5 日/週

筋力トレーニング
（レジスタンストレーニング）

2 〜 3 日/週

柔軟性トレーニング

・

20 〜 60 分間持続

大筋群を動的に動員する

それ以上反復できなくなるま
で（19 〜 20 RPE）、ないし
は、その 2 〜 3 回手前まで
（16 RPE）反復する＊＊

3 〜 20 レップを１セット行
う（1 セット 3 〜 5 レップ、
8 〜 10 レップ、12 〜 15 レ
ップのうち自分の筋力にあっ
たやり方を選ぶ）

主要筋群のトレーニングを 8
〜 10 種類行う

痛みを伴わない範囲でできる
だけ筋を伸展する

1 回あたり 15 〜 30 秒、2 〜
4回

すべての主要筋に対しての静
的ストレッチを行う

中等度（40 〜 50 ％・ VO2R）
〜 高 強 度 （ 85 ％ V O 2 R）、
12 〜 16 RPE ＊

2 〜 3 日/週以上、
目標 5 〜 7 日/週
・

・

VO2R ： maximal oxygen uptake reserve (VO2max-VO2rest)
RPE ： rating of perceived exertion（自覚的運動強度 11:fairly light, 13:somewhat hard, 15:hard, 17:very hard 19:very very hard）
＊ 低体力者や非鍛錬者では 40 〜 50 ％強度で呼吸循環持久力の向上が得られる。メタボリックシンドローム患者では、やや強い負荷（50 〜 75 ％強度）
を用いて呼吸循環持久力の向上と効率的なエネルギー消費を図ることが推奨される。
＊＊ メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病など心血管系リスクのある者は 16 RPE 程度に抑えることが推奨される。

よって、筋肉量減少や安静時代謝低下の抑制が期待できる。さ

とも160/100mmHg 以下に薬剤によってコントロールするこ

らに筋力トレーニングは、高齢肥満者が他人の力を借りない

とが推奨される
（1,5）
。筋力トレーニングの場合に限らず、ト

で日常生活を行うための筋力や、有酸素運動をしっかりと行

レーニング開始時には医師によるメディカルチェックを受け

うための筋力を保持するという点からも重要である。

ることが望ましい。

健康増進を目的として行う筋力トレーニングにおいては、特

健康増進のためには、トレーニングを継続することが重要

定の筋肉ではなく、全身レベルでの筋力、筋持久力の維持・

である。この観点から、運動の効果が二の次になっても、運

向上を目指す。この観点から主要筋群（下肢：下肢三頭筋、大

動を行う者にとって無理なく受け入れることのできる、継続

腿四頭筋、ハムストリングス、股関節外転筋群、大殿筋など、

しやすいプログラムから導入する。また、柔軟性トレーニン

体幹：広背筋、僧帽筋、大胸筋、腹筋群など、上肢：三角筋、

グ（ストレッチング）に十分時間を割き、筋肉や関節のコンデ

上腕三頭筋、上腕二頭筋など）
を偏りなくトレーニングするこ

ィショニングを図るように配慮する。

とが推奨される。

筋力トレーニングは、誰がトレーニングを行うのか（健常者

典型的な処方は、各筋群の短縮性筋活動（約３秒間）と伸張

か高齢者ないしは有疾患者か）
、どこで行うのか（運動施設内

性筋活動（約３秒間）
を、筋疲労（随意的なコントロールが不可

か家庭内か、トレーナーの監視下か非監視下か）
、何を使って

能になるまで：volitional fatigue）に至るまで適切なフォー

行うのか（トレーニングマシーンか、ダンベルあるいはチュー

ムを保ちながら反復する方法である
（1,5,6）
。負荷の強さにつ

ブか、自重かなど）によってプログラムは大きく異なる。安全

いては、従来から用いられてきた８〜12RM にこだわる必要

性と有効性の両立を目指すために、運動プログラムを個人の

はなく、３〜５RM、12 〜15RM など、運動を行う者の筋力

運動能力や制限事項に応じて個別化することが望ましい。

や自覚症状に応じて決めてよい
（1）
。また、トレーニング時間
の短縮や筋力増強効率の観点から、１回のトレーニングを各
筋群あたり１セットとすることが推奨される
（1）
。
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3 つのコンポーネントのバランスのよい配合
表３に、健康増進のための運動処方についての一般原則を

高齢者や有疾患者（高血圧患者、心疾患患者など）では、循

示す
（1）
。有酸素運動は、週３〜５回、筋力トレーニングは週

環系への過度の負荷を避けるため、軽めの負荷を用いるとと

２〜３回、柔軟性トレーニングは少なくとも週２〜３回、で

もに、完全な筋疲労には至らないレップ数にとどめるように

きれば毎日行うことが推奨される。有疾患者においても、一

する。特に初心者では、
「いきみ」や「がんばりすぎ」による

般健常人が健康増進のために行う運動プログラムを基本にお

バルサルバ効果によって、トレーニング中に血圧を上げやす

き、それを体力や年齢、病態に応じて適宜修正する。特に先

いので注意する。高血圧症患者では、運動開始前に、少なく

進諸国においてはすべての国民が一様にメタボリックシンド
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表4

減食療法、運動療法と減食・運動併用療法の比較
減食療法

運動療法（有酸素運動＋筋力トレーニング）

減食・運動併用

得やすい

やや得にくい

得やすい

内臓脂肪量

減少

減少

減少

除脂肪体重・筋肉量

減少

増加

減食・運動の程度による

一日エネルギー消費量・安静時代謝量

減少

増加

減食・運動の程度による

呼吸循環持久力

不変 ないし 軽度低下

向上

向上

筋力・筋持久力

不変 ないし 軽度低下

向上

向上

体重減少

ロームの脅威にさらされていることから、健康増進のための

般市民や有疾患者への今後の幅広い普及が望まれる。◆

運動プログラムはそのままメタボリックシンドロームの予防・
改善に直結する内容とすべきである。
有酸素運動の種目については、下肢への力学的負担を軽減
する目的で、自転車や水泳運動が推奨される。筆者は椅子に
座った状態で行う運動（チェアエクササイズ）を利用している
（7,8,9）
。チェアエクササイズの利点は、膝や足への負担が少
ない、思い立ったときに家の中で手軽にできる、特殊な運動
機器や運動施設が不要、天候や時間帯に左右されない、運動
中の体位が安定し転倒のリスクが少ない、有酸素運動、筋力
トレーニング、柔軟性トレーニングいずれにも対応でき、個
人の体力や技術に合わせてのプログラミングが容易なことな
どが挙げられる
（10）
。
生活習慣病の予防、対策においては、運動のみならず食事
にも留意すべきである。運動介入による体重減少は食事介入
と比較すると小さいが、両者を併用することで、それぞれを
単独で行うよりも効果的に減量を図ることが可能である
（11）
。
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エネルギー消費量増加の効果が打ち消されてしまうことにな
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基調講演より

る
（表４）
。
おわりに
運動は食事と並んで生活習慣病の基本的対策としての役割
を与えられている。古くから人間は、運動することで健康増
進効果が得られる「現代的」な生活環境ではなく、日常の過
酷な身体活動から回復するために休息を取ることが大事な生
活環境に長く住んできた。そのような時代にさかのぼって身
体活動量の確保ができるならば、わざわざ生活習慣病のため
の運動処方など考えなくてもよいのかもしれない。筋力トレ
ーニングを含めた健康増進のための運動プログラムは、現代
人の運動不足による不利益を代償する有力な手段であり、一
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