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１．緒言

　陸上競技における長距離ランナーのパフォー

マンス向上には，より高い走速度を長時間維持

することが不可欠である．これは，多くの生理

的エネルギー生成から効率よく走速度に変換する

ことと捉えることができる（榎本， 2006）．これ

まで長距離ランナーのパフォーマンスに関する研

究は，呼吸循環器系を中心に生理的エネルギーの

増大に着目した研究が多数報告されており，最大

酸素摂取量や乳酸性作業閾値などの生理学的指標

と長距離走パフォーマンスとの間に有意な相関

関係が示されている（Costill et al.， 1973 ; 大後

ほか， 1999 ; 榎本， 2006 ; Farrell et al.， 1979 ; 豊

岡， 1997）．さらに長距離走パフォーマンスを説

明するもう一つの要因として，ランニングエコノ

ミー（Running economy：以下，RE）が注目さ

れている．これは，少ないエネルギーで効率よく

走れる能力を意味しており，一定速度で走った際

の酸素摂取量の高低で評価される．つまり，長距

離ランナーにおいて，より少ない消費量で高い疾

走速度を維持するために必要な能力の一つである

といえる．このREを向上させるためには，エネ

ルギー代謝を考慮した運動強度の設定が重要にな

り，持久系トレーニングに加え，無酸素運動など

の糖代謝を中心としたトレーニングも必要とな

る．これは，走速度が高まると，グリコーゲンを
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要　旨

　本研究は，長距離ランナーを対象に短期的なレジスタンストレーニングの介入が走パフォーマンスに与

える影響を明らかにすることを目的とした．被験者は，長距離走を専門とする健常な男子大学生９名（Tr

群：５名，Cnt群：４名）であった．測定は，5000m走（平均速度，平均ストライド長，平均ストライド

頻度），最大挙上重量（スクワット，デッドリフト），最大無酸素パワー，CMJおよびRJとし，それぞれ

トレーニングの前後で計測し，その変化を比較した．レジスタンストレーニングは，スクワットおよびデッ

トリフトを週２～３回の頻度で６週間実施した．トレーニング負荷は60％１RM×10レップ×３セットと

し，トレーニング期間中に10レップ以上の挙上が可能になった場合は状況に応じて負荷を漸増させた．そ

の結果，両群ともに5000m走のタイムに変化は見られなかったものの，Tr群においてトレーニング後に

最大筋力，パワー，SSC能力の有意な向上が認められたことから，ランニングエコノミーの向上に寄与す

る可能性が考えられた．しかし，直接的な影響を与えられなかった要因として有酸素性能力の改善も同時

に考慮したトレーニング計画の必要性が示された．
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主としたエネルギー代謝の割合が増え，タイプⅡ

線維の動員が高まることにある．その結果，トレー

ニング効果として，筋グリコーゲンの貯蔵量が増

え，REの向上にもつながる可能性が考えられる

（Conley and Krahenbuhl， 1980）．このように

エネルギー代謝の改善を目的としたトレーニング

として，インターバルトレーニング，サーキット

トレーニング，高地トレーニングなどが採用され，

長距離走パフォーマンスの向上に貢献していると

言える（Capman and Levine， 2007 ; 榎本， 2014 

; 山内， 2014）．

　一方，長距離ランナーにおける筋の形態的特徴

とパフォーマンスの関係を調査した研究では，大

腿四頭筋に対するハムストリングスの筋横断面積

が相対的に高いほど10000m走の記録が良いこと

が示されている（吉岡ほか， 2009）．これは，ハ

ムストリングスが，走運動における遊脚相後半で

膝関節伸展のブレーキとして働き，接地時に大腿

四頭筋とともに膝関節の固定をおこなった後，立

脚相で股関節伸展および膝関節屈曲に貢献するこ

とによる．すなわち，ハムストリングスは立脚相

において身体を前方へ移動する為の中心的役割を

担う筋であり，走速度に直接関与する可能性が高

いと考えられる．さらに，筋機能的特徴として，

長距離ランナーが高いパフォーマンスを発揮する

上で下肢の伸張―短縮サイクル（以下，SSC）の

遂行能力が重要であり，それらを効果的に向上

させるトレーニングの必要性が示唆されている

（Spurrs et al.， 2003 ; Wilson and Flanagan， 

2008）．

　このように，長距離ランナーのパフォーマンス

に関与する要因は有機的能力のみならず，形態，

筋力，パワー，REなどが考えられ，それらを効

率よく向上させるトレーニングが必要となる．と

りわけ，疾走速度の増大に筋力の向上は重要であ

るが，過度な筋横断面積の増大に伴う，体重の増

加も考慮しなければならない．つまり，高い有機

的能力を維持しながらREを改善できるように筋

力やパワーを養成するトレーニングで長距離ラン

ナーとして適したボディデザインをする必要があ

ると考える．これまで，長距離走のレースタイム

と身体組成の関係を明らかにした研究は多く行わ

れているが，本邦において，筋力やパワー向上を

目的にレジスタンストレーニングを介入した研究

は極めて少ないのが現状である．

　そこで本研究は，陸上競技長距離ランナーを

対象にレジスタンストレーニングの介入が走パ

フォーマンスに及ぼす影響を明らかにすることを

目的とした．

　

２．方法
　2.1　被験者

　被験者は，陸上競技長距離種目を専門とする健

常な男子大学生９名とした（表１）．トレーニン

グ開始以前に行われた5000m走のレースタイムを

参考に，それぞれトレーニング群（以下，Tr群）

５名，コントロール群（以下，Cnt群）４名に分

類した．実験参加に先立ち本研究の目的，主旨お

よび測定内容に関する十分な説明を口頭および書

面にて行い，その内容に承諾したうえで実験に参

加した．なお，本研究はヘルシンキ宣言の趣旨に

準拠して倫理的配慮の下行われた．

　

　2.2　測定項目および測定方法

　１）　走パフォーマンス

　長距離ランナーのパフォーマンス評価として，

トレーニング前後に行われた直近の大会又は記録

会での5000m走の記録を採用した．対象レースは，

陸上競技場の第１，３コーナー付近のスタンドか

ら２台のビデオカメラを用いてスタートピストル

の閃光を撮影した後，カメラをパンニングさせて

撮影した．ビデオカメラはフレームレイト60fps，

表１　被験者の身体特性

Tr群(n=5) 20.6±1.5 172.5±13.4 56.9±6.0 7.5±1.6 49.8±5.3

Cnt群(n=4) 20.8±1.8 172.9±1.7 63.6±5.4 12.7±3.8 52.5±2.6

除脂肪体重(kg)体脂肪率(%)体重(kg)身長(cm)年齢(歳)
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シャッタースピード１/300sに設定し，レース中

は対象者を中心に前後20m ～30mの距離が収ま

るように画角調整を行った．撮影された映像から

画像処理ソフト（aviutl100）を用いてランナー

の胸部（トルソー）がスタートからトラックの

200m地点と400m地点に到達した時間（通過タイ

ム）を周回ごとに読み取った．その後，各区間に

おける安定した10歩を読み取り，コマ数をカウン

トして平均速度，平均ストライド長，平均ストラ

イド頻度および区間歩数について，以下の式より

算出した．

　

　平均速度（m/s）＝区間距離/区間タイム

　平均ストライド長（m）＝区間距離/区間歩数

　平均ストライド頻度（Hz）＝区間歩数/区間タイム

　区間歩数（step）＝平均ストライド頻度・区間タイム

　

　２）　最大挙上重量測定 

　下半身の最大筋力を評価するために，スクワッ

トおよびデッドリフトの最大挙上重量（以下，１

RM）を直接法にて測定した．試技は，最大で６

回とし，挙上に成功した場合は，５－10kgの範

囲で負荷を漸増させ，試技に失敗した直前の重

量を１RMとして採用した．試技の間隔は疲労の

影響を考慮し，少なくとも３分以上の十分な休

息を設けた．これらの項目は，リニアポジショ

ントランデューサー（GymAware Power Tool，

Kinetic Performance Technologies， Canberra， 

Australia）を用いて，ピークパワー，ピーク筋

力を計測した．

　

　

３）　最大無酸素パワー

　最大無酸素パワーの測定は，自転車エルゴメー

タ（Power MaxⅧ，コンビ社製）を用いて行った．

各被験者に十分な準備運動を行わせた後，10秒間

の全力ペダリングを２分間の休憩を挟んで３段階

の負荷で実施した．負荷の設定は，自転車エルゴ

メータの内蔵コンピュータにより，１回目の試技

は被験者の体重をもとにして設定し，２回目およ

び３回目は直前の試技における最大回転数をもと

に設定された．分析項目は最大無酸素パワーの体

重比を対象とした．

　

　４）　CMJおよびRJ

　カウンタームーブメントジャンプ（以下，

CMJ）の測定は，腕の振り込み動作を制限し，

測定器具のストラップを装着したバーを肩に担い

だ状態から最大努力での跳躍とした．試技の際，

バーが肩から離れないように注意し，できる限り

垂直に跳躍するよう教示した．試技は２回行い，

跳躍高が最大となる試技を分析対象とした．これ

らの項目は，１RM測定同様にリニアポジション

トランデューサーを用いて，ピークパワーおよび

ピーク速度を計測した．リバウンドジャンプ（以

下，RJ）は，手を腰に当てた姿勢から，できる

だけ短い接地時間で，高く跳び上がるように指示

し，６回の連続跳躍を行い，最初の跳躍を除いた

５回の平均値を採用した．測定は，加速度計ジャ

イロスコープ内蔵パワー測定ディバイス（PUSH 

BAND，HEAP）を用いて，跳躍高および接地

時間を計測し，跳躍高を接地時間で除してRJ指

数を算出した．試技は２回行いRJ指数が最大と

図１　事前事後測定（最大挙上重量，最大無酸素パワー，ジャンプテスト）およびトレーニング介入の実験手順
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なるものを分析対象とした． 

　

　2.3　実験手順

　本研究のTr群におけるレジスタンストレーニ

ングは，事前に測定されたスクワットおよびデッ

ドリフトの１RMから，それぞれ60％１RMを算

出し10回×３セットを週２～３回の頻度で，少な

くとも48～72時間の間隔を設け，合計15回のセッ

ションとした．トレーニング開始後，筋力の向上

に伴う挙上回数の増加が確認された場合は，状況

に応じて2.5kg ～5.0kgの範囲で負荷を漸増させ

た．スクワットおよびデッドリフトにおけるセッ

ト内の休息時間は２分間とし，種目間では５分間

に設定した．トレーニング前後に先述した測定項

目を，疲労の影響がないことを確認したうえで，

それぞれ別日にて実施した（図１）．

　

　2.4　統計処理

　本研究で得られた結果は，すべて平均値±標準

偏差で示した．各群内のトレーニング前後におけ

る平均値の差の検定には，対応のあるt検定を用

いて，有意水準は５％未満とし，有意傾向を10％

未満とした．

　

３．結果
　表２にトレーニング期間前後に測定された

5000m走の各パラメータの変化を示す．200m毎

の平均タイム，平均速度，平均ストライド長，平

均ストライド頻度において，両群ともに統計学的

有意な変化は認められなかった．図２は両群の

レース全体における区間ごとの平均速度をプロッ

トし，２区間移動平均を用いてそれぞれpre，post

のレースパターンを示したものである．両群とも

に，レース終盤のラストスパートを除いて，スター

トから徐々に速度が低下する傾向を示した．

　図３，４にスクワットおよびデッドリフトの

各パラメータの変化を示した．Tr群におけるス

クワットの最大挙上重量が71.0±6.5kg－80.0±

5.0kg（p<0.01），ピークパワーが721.8±140.4W

－953.0±219.6W（p<0.05），ピーク筋力が1418.7

±177.1N－1564.0±191.9N（p<0.01）であり，ト

レーニング後に増大した．また，デッドリフトで

も同様に最大挙上重量（84.0±12.9kg－100.0±

12.2kg，p<0.01），ピークパワー（495.4±177.3W

－682.4±137.5W，p<0.01），ピーク筋力（925.2

±167.8N－1119.0±146.3N，p<0.01）が有意に高

い値を示した．

　図５には，自転車エルゴメータで算出された最

表２　両群における5000ｍ走の200ｍ区間毎の各パラメータ変化

Tr群(n=5) 42.98 ± 2.14 43.43 ± 0.84 4.67 ± 0.22 4.62 ± 0.08 1.51 ± 0.08 1.49 ± 0.09 3.11 ± 0.21 3.11 ± 0.22

Cnt群(n=4) 43.63 ± 2.43 45.07 ± 3.39 4.61 ± 0.25 3.86 ± 0.35 1.53 ± 0.07 1.50 ± 0.09 3.00 ± 0.09 2.99 ± 0.08

Pre Post

平均ストライド頻度(Hz)

Pre Post Pre Post Pre Post

)m(長ドイラトス均平)s/m(度速均平)s(ムイタ均平

図２　両群におけるトレーニング介入前後の各区間ごとの平均速度（左：Tr群，右Cnt群）
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表３　両群におけるCMJの各パラメータ変化

Tr群(n=5) 0.47 ± 0.06 0.49 ± 0.05 + 3216.9 ± 718 3614.5 ± 791 * 3.11 ± 0.28 3.31 ± 0.27 **

Cnt群(n=4) 0.45 ± 0.06 0.47 ± 0.05 3381.6 ± 516 3677.1 ± 384 3.20 ± 0.25 3.22 ± 0.17

)s/m(度速クーピ)W(ーワパクーピ)m(高躍跳

　+：p<.1  *：p<.05  **：p<.01 VS Pre

Post tsoPerP tsoPerP Pre

図３　両群におけるトレーニング介入前後のスクワット時のパラメータ比較
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大無酸素パワーの変化を示した．両群ともに統

計的な変化は見られなかったが，Tr群において，

トレーニング後の最大無酸素パワーが高い傾向に

あった（p<0.1）．

　表３は両群のCMJの跳躍高，ピークパワー，

ピーク速度の変化を示したものである．Tr群に

おいて，トレーニング後にピークパワー（3216.9

±717.8W－3614.5±791.4W，p<0.05） お よ び

ピ ー ク 速 度（3.11±0.28m/s－3.31±0.27m/s，

p<0.01）が有意に高い値を示し，跳躍高は高値を

示す結果となった．図６は，被験者のリバウンド

ジャンプ指数を示したものである．Tr群におい

て，トレーニング前（1.39±0.21m/s）に比べトレー

ニング後（1.64±0.29m/s）に有意に高値を示し

た（p<0.05）．

　

４．考察
　本研究は，陸上競技の長距離ランナーに対して

短期的なレジスタンストレーニングの介入が走パ

フォーマンスに与える影響について検討した．実

験に参加した対象者の5000m走の記録は，16分53

秒から20分29秒の範囲であり，競技レベルが高い

とは言い難い集団であった．よって，本研究で得

られた結果は，国内トップレベルの競技者の特徴

を示したものではなく，競技レベルとして下位に

属する成人男性競技者の特性を示した知見として

解釈していただきたい．

　トレーニング介入前後に測定された5000mの記

録に変化は見られず，平均速度，平均ストライド

長，平均ストライド頻度のパラメータも同様に統

計学的な変化は認められなかった．一方，スクワッ

トの最大挙上重量，ピークパワー，ピーク筋力が

それぞれ，13％，32％，10％，デットリフトでも

同様に，19％，38％，21％の有意な増大が認めら

れた．このことから，実験参加者の競技レベルに

おいて，レジスタンストレーニングがパフォーマ

ンスに直接的な影響を与えなかったものの，中程

度の負荷を用いた短期間のトレーニングにより下

肢筋力やパワーが向上することが明らかとなっ

た．Millet et al. （2002）は，長距離走のパフォー

マンス向上には，REの改善の重要性を示してお

り，レジスタンストレーニングによって最大筋力

を高めることが有効であると述べている．また，

Johnston et al. （1997）は，筋力トレーニングの

経験を有しない女性の長距離ランナーを対象に，

通常のランニングトレーニングに加え，週３回の

頻度で10週間，筋力トレーニングを介入した結果，

最大酸素摂取量や体重の増加は認められなかった

ものの下肢筋力が33.8％増加し，REについても

有意に向上（４％）したことを報告している．他

にも筋力増強に伴うREの改善を示した先行事例

は，いくつも報告されており，長距離走のパフォー

マンスを向上する上で重要な要素のひとつである

と言える（Hakkinen et al.， 2003 ; Hoff et al.， 2002 

; Paavolainen et al.， 1999 ; Støren et al.， 2008）．つ

まり，長距離走のパフォーマンス向上にはREの改

善が不可欠であることから，有機的能力に加え筋

力等の無機的能力の影響は無視できない．本研究

で下肢筋力が有意に向上したことから，こうした

REの改善に関わる要因の一部が短期間で向上し

たことは意義深いことであると考える．

　競技パフォーマンスを決定づける要因のひとつ

に，力を地面または器具に対して適切かつ効果

的に発揮する能力が求められる（Weyand et al.， 

2000）．したがって，大きな地面反力を得るため

の力発揮能力の向上は，長距離ランナーにとって

も少なからず恩恵を受けることとなる．本研究に

おいて，下肢筋力等の増大に伴い，CMJ時のピー

クパワーおよびピーク速度が有意に向上した．こ

のことは，レジスタンストレーニングの介入によ

り，運動単位の動員パターンが改善され，神経－

筋の変化がもたらした効果である可能性が考え

られる（Dore et al.， 2005 ; Martin et al.， 1997 ; 

Mayhew and Salm， 1990）．前述したように，長

図６　両群におけるトレーニング介入前後のリ
バウンドジャンプ指数の比較
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距離走のパフォーマンス向上には，大きな力を地

面に対して発揮することが重要となるため，本研

究で得られた効果は，長距離ランナーにとって有

益となることが示唆された．

　また，Tr群において，トレーニング介入後に

RJ指数が有意に向上した．これは，短い時間で

大きな力発揮を行う能力の改善を意味する．こ

れらを改善するには，プライオメトリックス

などの高強度のパワートレーニングが有効とさ

れ，疾走速度の増大に大きな影響を与えること

が知られている．つまり，筋腱スティッフネス

の増加によって弾性エネルギーの効率が向上し

た結果，エネルギーの産生が能動的ではなく受

動的な方法で行われるようになり，運動効率が

向上すると考えられる（Wilson and Flanagan， 

2008）．実際，長距離ランナーを対象にプライオ

メトリックトレーニングを実施した結果，REの

改善やランニングタイムが短縮したとの報告は

多くみられ（Mikkola et al.， 2007 ; Paavolainen 

et al.， 1999 ; Saunders et al.， 2004 ; Spurrs et 

al.， 2003），運動効率の向上が長距離ランナーの

パフォーマンスに深く関与していることは確かで

ある．本研究の実験参加者は，スクワットおよび

デットリフトの２種目のみをトレーニング期間に

実践しており，それ以外は特別なトレーニングを

一切行っていなが，意図せずしてSSC能力が改善

されたことは，非常に興味深い結果となった．ト

レーニングの特異性を考慮すると，本来の目的に

はない能力が向上したことについて言及は避ける

が，筋力トレーニング等の経験がない長距離ラン

ナーにとっては，初期のトレーナビリティが非常

に大きいことから，下肢筋力の増強に伴って，一

部，副次的な効果としてSSC能力が改善されたこ

とは否定できないかもしれない．

　このように長距離走パフォーマンスの向上に必

要な筋機能を改善することは有益であると考える

が，持久系選手にとってレジスタンストレーニン

グがもたらすマイナスの効果が筋肥大の潜在的影

響である．エネルギーの大きさは，質量×加速度

×距離であることからも体重が増加すると，よ

り大きな身体活動が必要となる．また，筋肥大

は，筋原線維の数と大きさを増加させることにな

り，ミトコンドリアの筋原線維に対する比率が低

下するというマイナス面を考慮しなければならな

い（Elder et al.， 1979）．このように長距離ラン

ナーにとっての損失が否めないため，実際のス

ポーツ現場で筋力トレーニングを積極的に導入す

ることができない理由のひとつであると考えられ

る．本研究は，レジスタンストレーニングの経験

のない長距離ランナーを対象に週２～３回の頻度

で６週間のレジスタンストレーニングを実施した

結果，走動作に重要な大腿部の筋力は大きく向上

したが，体重の増加は確認されなかった．すなわ

ち，本研究で実施したトレーニング内容は，これ

まで，長距離ランナーにとって弊害であった体重

の過度な増加を抑え，パフォーマンス向上に起因

する要素を効果的に改善できた可能性があると言

えよう．

　長距離ランナーに対するプラスの効果とリス

クの軽減は実証済みであるが，実際，5000m走

の記録の短縮には至らなかった．その理由とし

て，本研究では，持久系トレーニングの内容やピ

リオダイゼーションには関与せず，選手または

チームにそれらを一任しており，レジスタンスト

レーニング以外の練習は一切コントロールでき

ていなかったことが挙げられる．近年の文献レ

ビューでは，レジスタンストレーニングと持久系

トレーニングを同時期に平行して行うことで持久

系パフォーマンスに有用であることが示されてい

る（Yamamoto et al.， 2008）．このことからも，

筋力やパワーの向上は重要な要素でありながら，

持久系トレーニングの実施に支障をきたさないよ

うに綿密に仕事量と回復期をコントロールするこ

とが極めて重要であると考えられる．

　以上のことから，本研究において5000m走の記

録向上を目的にトレーニング全体のピリオダイ

ゼーションが適切に設定されていたかどうかは不

確かなところではあるが，少なくともパフォーマ

ンスに大きな影響を及ぼすRE改善のための一要

因である下肢の最大筋力，パワー，SSC能力を短

期間で向上させる有用なプロトコルであると考え

る．これまで長距離ランナーにとってリスクとさ

れていた筋肥大（過度な体重増加）は回避できる

ことが明らかとなり，持久系トレーニングとレジ

スタンストレーニングのプログラムデザインを適

切に処方することで，今後，長距離走のパフォー
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マンス向上に寄与することが推察される．

　

５．結論
　本研究は，陸上競技の長距離ランナーを対象に

短期的なレジスタンストレーニングの介入が走パ

フォーマンスに与える効果について検証した．得

られた結果は以下の通りである．

１）5000m走の平均タイム，平均速度，平均スト

ライド長，平均ストライド頻度は，両群とも

に変化がみられなかった．

２）Tr群においてトレーニング後にスクワット

およびデッドリフトの１RM，ピークパワー，

ピーク筋力に有意な増大が認められた．

３）Tr群においてトレーニング後にCMJのピー

クパワーおよびピーク速度が有意に向上した．

４）Tr群においてトレーニング後にリバウンド

ジャンプ指数が有意に高い値を示した．

　以上の結果から，本研究で実施したレジスタン

ストレーニングは，5000m走パフォーマンスに直

接的な影響を及ぼさなかったものの，ランニング

エコノミーを改善する上で必要な筋力，筋パワー

およびSSC能力の向上に有効であることが考えら

れる．
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