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1. 緒言 

  

夜に十分に睡眠をとっていても，日中の眠気は

日常的に起きる現象である．日中の眠気が強く現

れると，数々の作業エラーが発生することがある．

このような悪影響を及ぼす眠気を改善する方法と

してよく挙げられるのは，仮眠をとることである． 
先行研究で用いられている短時間仮眠の時間は

15 分または 20 分であり，どちらにおいても眠気抑

制効果が認められている．Hayashi et al は，20～21
歳の若年成人が，午後 2 時に 20 分間の仮眠をとっ

た場合は，とらなかった場合と比べてその後の眠

気，VDT（visual display terminal）作業の成績が改善

したことを報告している¹⁾．また林・堀は，通常の

睡眠時間をとった後に短時間仮眠を導入した場合

でも，若年成人から高齢者までの幅広い年代で，眠

気の改善やVDT作業における疲労の回復や予防な

どのポジティブな効果が認められたことを報告し

ている²⁾．このように短時間仮眠の効果について

はこれまで多くの研究がされてきた． 
一方で，仮眠と運動パフォーマンスの関係につ

いての研究は少ない．部活動での合宿や大会など

では，休憩の時間を挟みつつ 1 日中運動をするこ

とも珍しくない．その際に休憩として短時間仮眠

をとる場合があるが，運動間の短時間仮眠の影響

について焦点を当てた研究はみられない．そこで，

本研究では運動間の短時間仮眠がその後の運動パ

フォーマンスに与える影響について検証すること

を目的とした． 
 
2．方法 

2-1．実験参加者 

 I 大学バスケットボール部に所属する男子学生

11 名（年齢 19.7±1.4 歳，身長 177.8±4.3cm，体重

69.0±5.2kg）を対象とした．  
2-2．運動課題 
 運動は自転車エルゴメーターを用いた．運動課

題として 90W から 4 分ごとに 30W の漸増負荷を

設定し，12 分経過後は 1 分ごとに 30W の漸増負荷

を設定した．回転数は 60 回転/分を保つように指示

した．運動の終了は，回転数が 45 回転/分を下回る

か，参加者が限界であることを自己申告したとき

とした． 
2-3．測定指標 
 運動パフォーマンスの測定指標には，運動開始

から運動終了までの運動継続時間を用いた． 
 疲労の測定指標には，日本産業衛生学会産業疲

労研究会の疲労部位調べと自覚症調べを用いた． 
 主観的眠気の測定指標には，関西学院版眠気尺

度（KSS）を用いた． 
2-4．実験手順 

 仮眠条件と休憩条件の計 2 日間実験を実施した．

各条件の実施には 2 日間以上の間隔をあけ，両条

件の遂行順序は参加者間でカウンターバランスを

とった． 運動前に 10 分間の準備時間を設け，運動

課題を実施させた．運動後，質問紙への回答をさせ

仮眠または休憩をとらせた．仮眠及び休憩の時間

は，どちらも 20 分間とした．その後，再度質問紙

へ回答してもらい，10 分間の準備時間を設け二度

目の運動課題を実施した（図 1）． 

 
2-5．分析方法 

 検定には対応のある二元配置分散分析を行い，

その後，Bonferroni 法による多重比較を行った． 
 
3．結果 

3-1．運動パフォーマンス 

 仮眠及び休憩の前後で有意に減少した（p＜0.01）
が，条件間には有意差はみられなかった．また，交

互作用は p＝0.083 で有意な傾向がみられた（図 2）． 

 
3-2．KSS 

 仮眠及び休憩の前後での有意差はみられず，条

件間にも有意差はみられなかった．また，交互作用

はみられなかった．  
3-3．疲労部位調べ 

 仮眠及び休憩の前後での有意差がみられたのは，
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図 1. 実験プロトコル 
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「左臀部・大腿」，「左膝・下腿」，「左足・足首」，

「右臀部・大腿」，「右膝・下腿」，「右足・足首」の

6 部位であった．しかし，これらの 6 部位では条件

間に有意差はみられなかった．一方で，「左臀部・

大腿」，「右臀部・大腿」にのみ，交互作用の有意な

傾向がみられた．  
3-4．自覚症状調べ 

 ねむけ感とぼやけ感は，条件間に有意差がみら

れた．しかし，仮眠及び休憩の前後では有意差はみ

られなかった．不安定感とだるさ感は，仮眠及び休

憩の前後で有意差がみられた．しかし，条件間での

有意差はみられなかった．不快感では，仮眠及び休

憩の前後でも条件間でも有意差はみられなかった．

また，いずれの群でも交互作用はみられなかった

（表 1）． 
  
4．考察 

4-1．運動パフォーマンスと疲労について 

運動継続時間に着目すると，両条件ともに仮眠・

休憩後の測定で有意な減少を確認できたが，条件

間に有意差がみられなかった．また，交互作用に有

意な傾向がみられた．これにより，仮眠条件の方が

休憩条件よりも運動パフォーマンスに与える影響

は小さくなると考えられる． 

 次に，疲労部位調べの結果に着目する．下半身に

関しては，条件間に有意差がみられずに仮眠及び

休憩の前後での差がみられた．また，二部位とはい

え交互作用に有意な傾向がみられたことから，仮

眠と休憩では同程度もしくは仮眠の方が，疲労回

復効果があるといえる．  

これらのことから運動間の過ごし方として，短

時間仮眠をとる方がいいと考えられる．しかし，こ

こでいう運動パフォーマンスはあくまで自転車エ

ルゴメーターによるものであり，実際のスポーツ

競技場面において短時間仮眠と休憩がそれぞれど

の程度の影響を与えるのかは明らかでない．した

がって，実際のスポーツ競技種目を用いて短時間

仮眠の影響を調査することが今後の課題として挙

げられる． 

4-2．眠気などの自覚症状について 

KSS 得点では仮眠または休憩の前後でも条件間

でも有意差はみられなかったことから，20 分間の

短時間仮眠と休憩では主観的な眠気に与える影響

は変わらないといえる．しかし，自覚症状調べのね

むけ感では，仮眠条件の方が，有意に得点が高くな

った．このことから，実験参加者に自覚がないだけ

で，実際には仮眠条件の方が，眠気が強い可能性が

ある．しかし，眠気を比較する際に，参加者が休憩

の際にどのように過ごしていたのかを考慮しなく

てはならない．今後は休憩の際に読書や軽食をと

るなどの過ごし方と短時間仮眠との比較を行って

いく必要がある． 

 自覚症状調べのねむけ感とぼやけ感には，条件

間に有意差がみられ，どちらも仮眠条件の方が，得

点が高いという結果だった．これには，睡眠慣性の

影響が考えられる．本研究では，起床の際に研究者

の呼びかけによる強制覚醒を行った．甲斐田らは，

自己覚醒の方が仮眠後の覚醒水準が高く維持され

ることを報告している³⁾．これより，強制覚醒をし

た本研究では，覚醒水準が低かった可能性がある．

このことから，自己覚醒と強制覚醒による短時間

仮眠後の覚醒水準の違いを考慮した実験を行う必

要があると考える． 

以上，短時間仮眠をとると精神的な回復効果が

見込めるが，同時にある程度の眠気が残ってしま

うといえる．しかし，主観的な眠気は短時間仮眠を

とらなかった場合と変わらないので，運動後の時

点での眠気や疲労感によっては短時間仮眠をとっ

た方がいい場合もあると思われる． 

4-3．本研究の限界 

 本研究では，短時間仮眠をとる際に睡眠の判断

を実験参加者の主観に任せたため，睡眠時間や睡

眠段階の変化などが把握できなかった．より正確

に短時間仮眠の効果を調査するためには，脳波の

測定などの設備が必要となってくる． 

 また，実験参加者の授業などの予定に合わせて

実験を行ったため，人により実験を行った時間帯

が各条件によって一定ではなかった．その結果，眠

気などに影響があった可能性が考えられる．実験

の実施時間を極力合わせたり，一人につき複数の

時間帯での実験を実施したりするなどの改善策が

挙げられる． 

 最後に，実験参加者数の少なさが挙げられる．今

回の調査では実験参加者の運動習慣を可能な限り

近づけるため，同運動部内に協力を依頼した．しか

し，それにより人数が少なくなってしまい，データ

のばらつきが大きくなってしまった．これらを改

善することができれば，より精度の高い結果が得

られると考えられる． 
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表１．自覚症状調べの二元配置分散分析 

仮眠前 仮眠後 休憩前 休憩後 P値

M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) 条件間 前後 条件×前後

ねむけ感 10.00(4.01) 10.36(4.34) 9.27(3.61) 8.18(4.60) 0.049* 0.646 0.365

ぼやけ感 5.64(1.29) 5.73(1.01) 5.18(0.60) 5.18(0.60) 0.033* 0.863 0.863

不安定感 7.09(2.17) 6.27(2.15) 7.18(1.72) 5.36(0.92) 0.436 0.034* 0.161

不快感 7.55(2.70) 7.64(3.70) 7.45(2.91) 7.45(2.91) 0.896 0.948 0.948

だるさ感 9.55(2.21) 7.36(2.54) 9.27(2.33) 6.73(1.85) 0.437 0.006* 0.629


