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1. 研究目的 

有酸素運動を継続的に行うことで、安静時血圧

は収縮期、拡張期とも低下していき、循環器系疾

患の改善や予防、治療などに効果があることが知

られている。また、レジスタンストレーニング（以

下 RTとする）も、生活習慣病等の治療や予防の観
点から推奨されてきており、とくに高齢になるほ

ど心身の自立、QOL の向上、転倒防止、糖尿病予
防などのために欠かすことのできないものとなっ

てきている。しかし RTは、高強度になるほど瞬間
的に大きな力を発揮しなければならず、心血管系

に大きな負担を強いる。さらに、高強度の RTは動
脈のスティフネス（硬さ）を高め、動脈硬化を誘

発しやすくなることも懸念されている（Bertovicら、
1999）。したがって RT の実施には、目的に合った
RTの選択、息こらえをしない、適切な負荷やトレ
ーニングスピードの設定などに配慮する必要があ

る。また Roltsch ら（2001）により、RT 実施後も
血圧が高い状態が続くことも示唆されているため、

RT終了後の血圧の状態にも注意しておく必要があ
る。近年では、高強度に対し低強度の RTにおける
血圧応答を比較した研究（Cintiaら、2006）や、筋
収縮様式ごとに血圧を調査した研究（島ら、2004）
などが見られるが、筋収縮スピードの違いという

視点から血圧応答を調査している例は少ない。そ

こで本研究では、RT実施条件のひとつでもある筋
収縮スピードに着目し、RT実施後の血圧の変移を
調査、比較することで、筋収縮スピードが血圧に

どのような影響を及ぼすのかを明らかにすること

を目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 被験者 

体育会系運動部に所属し、運動習慣のある健康

な大学生男性 15 名（20.4±1.3 歳、178.4±4.8cm、
69.2±8.3kg）を被験者とした。血圧への影響を避
けるため、測定開始前 30分間と測定中は飲食、喫
煙を禁止した。 
2-2 測定方法 
1）ウォーミングアップ 

RT 実施前に毎回、Cateye Ergociser(EC-1600)を
2.0kg・m の負荷で心拍数 120 前後を目安に行わせ
た後、各自で下半身のストレッチをさせた。 
2）RT 
 本研究での RT はレッグエクステンションとし
た。これを繰り返しできなくなるまで 3set（インタ
ーバル 1分間）行い、反復回数を記録した。RT終 
了後は直ちに座位（椅子）で 60分間安静を保たせ
た。 
3）筋収縮スピード 
 筋収縮スピードは「Normal speed」（90回/分）「Low 
speed」（30回/分）の 2種類とし、それぞれ電子メ
トロノームの音に合わせ、音が 1 回鳴るたびに収

縮、伸張というペースで実施させた。 
4）血圧測定 
 血圧の測定はRT実施前の安静時とRT終了直後、
終了 10分後～60分後まで 10分おきに計測した。
また RTを全くしない日を「control」とし、血圧測
定のみを行った。測定時は座位（椅子）で、デジ

タル自動血圧計（OMRON 製、HEM-711）を用い
て被験者の左上腕部において測定した。また、

「Normal speed」「Low speed」での RTと血圧測定、
「control」の血圧測定はすべて別の日に実施した。 
2-3 負荷の設定 

 本研究では、負荷強度を 1RMの 50%とした。血
圧測定実験に先立って、実際に 10RM よりも重い

負荷と軽い負荷でレッグエクステンションをして

もらい、そのときの重量と反復回数から、被験者

ごとに 1RM50%の負荷を決定した。 
2-4 統計処理 

 測定によって得られた血圧をスピード、項目ご

とに整理し、平均、標準偏差を算出した。そして

「control」と安静時を基準とし、各項目について対
応のある t検定を行った。また、両スピード間の各
項目についても t検定を行った。有意水準は 5%未
満とした。 

 
3. 結果と考察 
3-1 負荷と反復回数 
 被験者ごとに設定した 1RM50%の負荷の平均は
25.1±3.9kg であった。反復回数は 3 セットの合計
で「Normal speed」が 106.1±22.6回、「Low speed」
が 59.9±13.3回であり、「Normal speed」では「Low 
speed」に比べ 1.5～1.6 倍の差があった。一方、3
セットの合計運動時間の平均は「Normal speed」で
2分 21秒、「Low speed」で 3分 59秒と、「Low speed」
の方が長かった。したがって、血圧応答の差には

筋収縮スピードだけでなく、運動時間や反復回数

も影響を及ぼす可能性があり、これらの要因を考

慮しながら検討することが必要であろう。 
3-2 RT と血圧 

 ここでは、「Normal speed」でRTを実施した場合
の血圧応答について検討したい。測定された血圧

値はかなり個人差が出る結果となった。しかし被

験者間で共通していたのは、RT前の安静時（以下
rest）の血圧に比べ、とくに収縮期血圧（SBP）が
RT後 10min～60minの安静時（以下回復期）で低値
を示したことである。被験者によっては回復期に

最大で 30mmHgほどSBPが低下した者もいた。また
15 名の平均で見ると、rest（120.6±8.3mmHg）に
比べ 20min、30min、40min、50minでそれぞれ有意
に低値を示した。つまり本研究からは、Roltschら2)

が示唆していたような、RT後の回復期に血圧が高
い状態が続く現象は確認されなかった。このよう

な運動後の一時的な血圧低下現象は、Kaufmanら
（1985）をはじめ多くの先行研究で見られている。
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一方、拡張期血圧（DBP）では測定全体を通して
大きな変化は見られず、すべての項目において有

意差は認められなかった。一般にDBPは、自転車
運動やトレッドミルなどの有酸素運動ではほぼ一

定であるとされる。また静的な運動では負荷が上

がるとDBPも上昇する。（桑村ら、1997）という例
もある。本研究での測定は有酸素運動ではなく、

動的運動ではあったが負荷が決して強いものでは

ないため、DBPの増減が見られなかったのではな
いかと考えられる。本研究において、これまで述

べてきたような血圧値の結果から考察される限り

では、RTが回復期に血圧値を上昇させてその状態
が継続し、最終的に動脈硬化を誘発、促進するよ

うな「副作用」を起こすことにつながることはな

いと考えられる。しかし本研究での被験者は健康

な大学生であるため、高齢者あるいは高血圧者の

血圧応答については、筋収縮スピードとの関連と

いう視点からも、今後の研究が必要と考えられる。

次に、「control」と各項目の血圧を見ると、その平
均では回復期とほぼ同じ値であり、有意差は認め

られなかった。しかしrestと比較すると、有意に低
値を示した。つまり、restはRT前の安静時ではあっ
たが、それは本来の安静時の血圧ではなく、回復

期及び「control」で記録された血圧が被験者の真の
安静状態における数値であった可能性が考えられ

る。Kaufmanら3)(1987)はこれについて、「血圧は不
安の影響を著しく受ける」とした上で、本測定の

前に準備段階として、被験者を設備やスタッフ、

測定時の負荷などに慣れさせておき、不安や心配

を最小限に抑えるよう配慮している。つまり、rest
の血圧値が高く出たのも、測定前に「オールアウ

トまでのレッグエクステンション」と説明したこ

とで被験者が不安を感じ、気構えてしまった結果

だと推察される。 
 
3-3 筋収縮スピードと血圧 

 「Normal speed」と「Low speed」での血圧を各
項目どうしで比較した結果を図 1、2に示した。被
験者によっては 10mmHg～15mmHg ほど差が生じ
た者、ほぼ同じような値を示した者など個人差が

あった。大きな差が生じた者の中でも、「Normal 
speed」と「Low speed」でどちらが高値を示したか
は人それぞれであった。しかし、各項目の血圧の

平均について対応のある t検定を行った結果、SBP、
DBP、また平均血圧（以下 MBP）におけるすべて
の項目について有意差が認められなかった。これ

は 3-1で予想されたものとは異なる結果となった。
しかし、同じく 3-1で示唆したように、両スピード
でオールアウトまでの反復回数が異なっていたこ

とと、運動時間に大きく差が出たことが、このよ

うな結果につながった可能性がある。また本研究

では、RT後の血圧の変移を調査するまでにとどま
った。しかし Okamoto ら（2006）は、筋収縮様式
による血圧反応の違いを、RT中に記録できる血圧
計を用いて調査し、その間には有意差があったと

している。よって、回復期には影響を及ぼすこと

はなくとも、本研究からは RT実施中の血圧につい
ては筋収縮スピードの影響はない、とは断言でき

ない。今後は測定条件の細かい設定や研究方法な

どについて再度検討する必要があると考えられる。 
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図 1：レッグエクステンション実施による収縮期血
圧（SBP）の動態－2種類の筋収縮スピードの比較
－  (＊＝P＜0.05) 
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図 2：レッグエクステンション実施による拡張期血
圧（DBP）の動態－2種類の筋収縮スピードの比較
－  (＊＝P＜0.05) 
 

4．まとめ 

筋収縮スピードと血圧の関係を調査した結果次

のことが明らかになった。 

1)RT後の回復期において収縮期及び拡張期血圧が
安静時よりも高くなる傾向は見られず、むしろ安

静時よりも収縮期血圧が降下する現象が見られた。 
2)筋収縮スピードはRT後の血圧降下現象には影響
を与えず、回復期の血圧応答そのものに差を生じ

させないことが明らかになった。  
3)RT 前安静時と RT をしない日の血圧に有意差が
生じたが、これは RTをオールアウトまで実施する
という実験内容に対し、被験者が心理的に不安や

ストレスを感じたことが原因のひとつである可能

性がある。 
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