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要約

レジスタンストレーニングプログ

身体の反応
（筋力や筋量の増加）が増大

エクササイズごとに適切なセッ

ラムを作成するには、様々な変数を適

するが、この反応はある量でプラトー

ト数を決定することは、レジスタン

切に調節することが必要であるが、そ

に達し、それ以上のセット数は逆に傷

ストレーニングプログラムを作成

れらの変数のすべてがレジスタンス

害のリスクを高めるだろう。」

する際の重要な部分である。近年公

トレーニングプログラムへの適応に

クライアントのためのプログラムデ

表されたメタ分析によると、各エク

影響を及ぼす。変数には頻度、強度、量

ザインに関して言えば、パーソナルト

ササイズを 2 ～ 3 セットずつ実施す

な ど が 含 ま れ る が、そ れ だ け で は な

レーナーはクライアントのために科学

ると、1 セットの場合よりも筋力の

い。トレーニング量を調節する第一の

的な証拠に基づいた方法を採用すべき

向上が 46 ％有意に大きいことが示

方法は、エクササイズごとの、また筋

である。しかし、適切なセット数に関す

されている。しかし 4 セット以上行

群ごとのセット数による調節である。

る証拠はいまだに単純明快ではない。

なっても、さらなる大きな利益はみ

したがって、セット数はレジスタンス

複数セットがより大きな筋力の増大

られない。全身のフィットネスに関

トレーニングプログラムの形態やパ

をもたらすかに関しても、この主題を

心のあるクライアントや時間の足

フォーマンスに現れる結果に強い影響

取り上げたレビュー論文の結論は一

りないクライアントには、1 セット

を与える可能性がある。セット数の変

様ではない（1,3,4,23）。過去 10 年間に発

が適している。クライアントが最大

化に対する身体の反応は、用量－反応

表された研究の大部分は、複数セット

筋力の向上を望むのであれば、各エ

関係とみなすことができる。
「 例えば、

は 1 セットよりも著しく大きな筋力の

クササイズを 3 セットずつから開始

薬の投与量が増えるにつれて、その薬

増大をもたらすことを示している（2,5-

するのが適切である。これらの出発

物への身体の反応は、停滞状態（プラ

9,12-14,17,20,21）。公表されているいく

点から、クライアントの反応に基づ

トー）になるまで増大する。その後、薬

つかのメタ分析も、複数セットが優れ

いて調節を行なうとよい。

の投与量を増やし続けても、身体の反

ていることを示している
（18,19,24）。し

応は増大せず、逆に副作用の危険性が

かし、これらの論文には方法論的な限

増大する。これと同様に、レジスタンス

界があり、結論に対する批判も生まれ

エクササイズを複数セット行なうと、

ている
（10,16）
。しかも、それらの研究結
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果は必ずしも一貫していない。例えば

解明しようと試みた
（10）
。このメタ分

一層大きな反応をもたらすことが知ら

Rheaら
（19）は、鍛錬者と非鍛錬者の両

析には 2 つの目的がある。この分野に

れている
（11）
。タンパク質の合成が、同

被験者群において、複数セットのほう

おけるこれまでのメタ分析の批判に

じようにセット数に反応する可能性は

が優れていると報告したが、Wolfeら

応えること、そして筋力に関するセッ

あるが（すなわち停滞期に達するまで

（24）は、複数セットがより効果が高い

ト 数 の 用 量－ 反 応 関 係 を 確 立 す る こ

は、セット数の増加につれて合成反応

のは鍛錬者のアスリートに限られると

とである。その主な結果は、各エクサ

も増大する）
、これについて調査した研

報告した。

サイズ 1 セットずつでも筋力の増大

究はまだない。

もうひとつの問題点は、大多数のレ

は可能であるが、複数セットのほうが

このメタ分析の結果は、パーソナル

ジスタンストレーニング研究が、エク

より優れていること、特に各エクササ

トレーナーの現場におけるプログラム

ササイズごとのセット数を 1 セット

イズを 2 ～ 3 セットずつ行なうこと

デザインに様々に応用できるだろう。

か 3 セットかで比較していることであ

は、1 セットの場合に比べ 46 ％大きな

る（1,4）。しかし、セット数の処方には

筋力の増大に関連づけられた。しかし

多くのバリエーションが可能である。

それ以上セット数を増やしても、さら

筋力増大に及ぼすセット数の用量－反

に大きな利益は認められなかった。こ

応効果に関しては、きわめて少数の研

れらの調査結果は、被験者が鍛錬者で

究 し か な い。Ostrowskiら
（15）は、エ

も非鍛錬者でも当てはまり、下半身か

クササイズごとのセット数を 1 セッ

上半身かを問わず、またトレーニング

ト、2 セット、4 セットとして、群間の有

頻度を変えても成立した。またこの調

意差を報告した。しかし反応の変動が

査結果は、筋群ごとに複数のエクササ

大きいこと、また被験者数が少ないた

イズを行なうか否かにかかわらず正し

めに、群間の差を見出す統計的検出力

かった。

1. クライアントが全身のフィットネスの
向上だけに関心があり、最大筋力の増大
を必要としない場合は、各エクササイ
ズ 1 セットが筋力の向上に十分な刺激
となる。同様に、時間の足りないクライ
アントも、各エクササイズを 1 セット失
敗するまで、あるいは失敗近くまで行な
うだけで、
筋力の増大を達成できる。
2. クライアントが筋力を最大限まで増大
させることに関心がある場合は、各エク
ササイズを複数セット行なう必要があ
る。このメタ分析の対象となった研究
の大多数は、各エクササイズを 1 セット
と 3 セットで比較しているため、3 セッ
トがクライアントにとって適切な出発
点である。このセット数はあくまでも平
均に基づいているため、一人ひとりのク
ライアントの反応は異なると思われる。
したがって、クライアントの反応に基づ
いて、この出発点から各自のセット数を
上方または下方修正するとよい。
3. 各エクササイズを 3 セットより多く
行 な う と、利 益 漸 減 点 が 現 れ る よ う
に 思 わ れ る。こ の メ タ 分 析 で は、各 エ
クササイズを4～6 セット行なって
も、2 ～ 3 セット行なった場合との有意
差は認められなかった。したがって、ク
ライアントによっては反応が異なる場
合もあるが、エクササイズを 4 セット以
上行なうことによる追加的な利点は少
ないと思われる。
4. セット数に関しては、鍛錬者と非鍛錬
者を分ける必要はない。両被験者とも
複数セットから等しく利益を得る可能
性が高い。しかし、レジスタンストレー
ニングの経験がほとんどないクライ
アントのためには通常、不慣れなエク
ササイズに伴う遅発性筋肉痛を予防

は限られている。Rheaら
（19）は、メタ

この最新の分析における主な方

分析を用いて用量－反応効果を調べ、

法 論 的 な 限 界 は、エ ク サ サ イ ズ ご と

各筋に対して 4 セットが、鍛錬者と非

に 4 セット以上を実施した研究が 2 件

鍛錬者双方にとって最適なセット数で

しか含まれていないことである。これ

あると報告した。しかし、前述したよう

が、有意差を引き出すための統計的検

に、研究デザインの限界から、この結果

出 力 を 制 限 し て い る。 4 セ ッ ト 以 上

は慎重に解釈すべきであると示唆して

が 2 ～ 3 セットよりも大きな筋力の

いる。また、Rheaらは筋群ごとのセッ

増大をもたらすことはなおありうる

ト数としてデータを報告しているた

が、この疑問に答えるためには、この

め、
「 エクササイズごとのセット数」の

分野でさらに多くの研究が必要であ

問題には十分に答えていない。セット

ろう。明らかなことは、各エクササイ

数の用量－反応効果に関する説得力の

ズ 4 ～ 6 セットに達すると、筋力の増大

ある科学的なデータが不足しているこ

が停滞することである。 2 ～ 3 セット

とを前提とすると、パーソナルトレー

は 1 セットよりも 46 ％大きな増大を

ナーがクライアントのために適切な

もたらしたのに対して、4 ～ 6 セットで

セット数を決めることが困難な場合も

は、2 ～ 3 セットよりも 13 ％大きな増

ある。

大をもたらしただけであった。この停

『Journal of Strength and Conditio-

滞の理由は、現在はまだ判明していな

ning Research』誌 に 掲 載 さ れ た 最 新

い。機械的負荷が骨格筋におけるタン

のメタ分析は、 エクササイズごとの

パク質合成を刺激すること
（22）
、そし

セ ッ ト 数 の 用 量－ 反 応 関 係 を さ ら に

て停滞期に達するまでは負荷の増大が
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するために、当初の量を各エクササイ
ズ 1 ～ 2 セットに維持することが賢明
であると思われる。以後はセット数を漸
増してよい。
5. これらのセット数はエクササイズの
セット数と考えられ、ウォームアップの
セット数は含まれない。

数と強度との関係である。最近のメタ

筋肥大、パワー、持久力など、他の目的

分析は、セットごとに平均 7 ～ 10 RM

に対する適切なセット数は異なると思

（最大反復回数）の強度を採用してい

われる。パーソナルトレーナーは常に、

る。よ り 高 強 度
（ 1 ～ 5 RM）の 場 合 の

クライアントのプログラムを一人ひと

最適なセット数は、まだ十分に調査さ

りのニーズや目標、限界に合わせて特

れてはいない。科学者が研究しなけれ

別に作成する必要がある。◆

プログラムデザインに関しては、今

ばならない主題はほかにもたくさん

後科学者が答えを出す必要のある多く

あるが、1 セット対複数セットの論争

の疑問がある。例えば、同じ筋群を対象

のデータは、圧倒的に複数セットに有

ウェブサイトのみ掲載いたします。

とする複数のエクササイズを取り入れ

利である。各エクササイズ 3 セットを

参照ご希望の方は、

ることは、はたして有益だろうか？

超えると明らかな停滞期に達するが、

近年のメタ分析からは、複数のエクサ

セット数と筋力に関しては、用量－反

サイズを行なうことの利点は認められ

応関係があることもまた明白である。

なかった。ただし、この分析は特にこの

最大筋力の増大を望むクライアント

疑問に答えるためにデザインされた研

は、各エクササイズを 2 ～ 3 セット行

究ではない。同様に、セット数に関す

なうことが最良の条件であるのに対し

る用量－反応関係を調べるためには、

て、単に健康維持を期待するクライア

さらに多くの研究が必要である。各エ

ントや時間の足りないクライアント

クササイズ 4 セット以上のトレーニン

は、1 セットでも中程度の筋力向上を

グ量を用いた研究はきわめて数が少

達成できる。注意すべき点は、これらの

ないからである（13,15）
。答えを必要と

研究結果は、総合的なフィットネスと

しているもうひとつの問題は、セット

最大筋力に限られていることである。
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