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Ⅰ　はじめに

中、長距離走者のrunning trainingは、持久力、
スピード持久力等の身体能力を向上させることが目的
である。runningによる有酸素運動が全身持久能力
を高め、パフォーマンスを向上させるひとつの要因に
なっている。本フォーラム発表では、持続走、持続
歩行 trainingの負荷（speed）が血中乳酸値のOBLA 
（onset of  blood lactate accumulation-4mmol/L）値
を示すときのspeed（4mM speed）を、running training
やwalking trainingに取り入れ、その効果を検討してき
たことを報告する。

Ⅱ　血中乳酸濃度と走記録の関係

中、長距離記録と血中乳酸濃度から求めたパラメー
ター（L.T又は4mM speed）との相関の文献的考察。 

左下表の文献資料は、中、長距離走の記録とL.T
又 4mM speedとの間、高い相関があることを示して
いる。このことは、中、長距離走者の能力や記録を
予測するのに重要な指標の一つであることが示唆さ
れている。つまり、走者のL.T又は4mM speed値 が
高ければ走能力や記録が期待できると考えられる。

Ⅲ　本学女子中、長距離選手、競歩選手
　　のOBLAについて

本学女子中、長距離選手、競歩選手にトレッドミ
ル走、トレッドミル歩行による最大下運動を実施して
血中乳酸濃度を測定し、血中乳酸濃度が4mMに達
するspeedを求めた。
その4mM speedと競技記録の関係を図1、図2に
示した。

中、長距離走者のrunning training強度の指標について
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報告者 競技記録 相関係数
Farrell 
（1979）

マラソン　　　
19.3km
15km
9.7km
3.2km

0.98
0.97
0.97
0.96
0.91

Jooste
（1981）

90km 0.93

Kumagai 5km
6.2km
10km

0.95
0.84
0.84

Lehann
（1983）

30km 0.76

Williams&Nute
（1983）

ハーフマラソン 0.88

Jocobs.I: Blood lactate Implications for training ad Sports 
performance. Sport Med, 3.10‒35. 1986
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図1．1500m～3000m走の記録と血中乳酸濃度
　　   4mM値時のランニングスピードとの関係
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筆者らの研究でも、文献資料研究と同様に1500m
走―0.79、3000m走―0.85、p＜0.001）5000m競
歩―0.96（p<0.01）と高い相関が得られた。さらに、
4mM speedが高い選手は競技記録も良いことが読み
取れる。血中乳酸濃度4mM speed が長距離走や競
歩競技の記録判定、記録予測可能値に極めて有用
な指標となりえることを示唆している。したがって、女
子長距離走者や競歩競技者の持久力 training運動
強度負荷のひとつとして4mM乳酸レベル設定には
妥当性があると考えられる1）。

Ⅳ　女子中、長距離走者、競歩選手に対して
　　の4mM speed実践トレーニング 2）, 3）

女子中、長距離走者や競歩選手に対して、トレッ
ドミルテストで得た、血中乳酸濃度が4mMに達
するrunやwalk時のspeedを選手個人のrunning、
walking trainingに取り入れて、検討した。

研究方法
1） training前後にトレッドミルテストによる血中乳酸
濃度を測定

2） 血中乳酸値が2mM～6mM speedとなる走、歩
行速度の算出は指数回帰式にあてはめた。各
個人の4mM speedを求めた。

3） training期間　長距離走者―8週間、週4回、
4mM speedの95%～100%で1日20分間の持
続走を2～3回繰り返した。

 競歩選手―8週間、週5回、1日30分間の持続
歩行を繰返した。4mM speedの85%から開始
し2週間で5%ずつ漸増させていった。

4） training前後に競技会に参加した。（1周間以内）

Ⅴ　結果とまとめ

血中乳酸濃度のOBLA時の4mM speedを運動負
荷強度してtrainingを実施した結果、running training
では、training後4mM speedにおいて0.1%水準での
有意な増加が見られた。また、1%水準で有意な記
録の向上がみられた。その記録短縮は平均で25秒で
あった。さらに、被検者6人中5人が自己最高記録を
出していた2）。
競歩選手の持続歩行 trainingでは、training後、
統計的有意な増加は見られなかった。しかし、被検
者全員がtraining前の4mM speedレベルを超えてい
た。さらに、記録の面では、5人中4人が自己最高
記録を出していた3）。
持久的 trainingによって筋組織中のミトコンドリ

アの酸化能力が増加することは、多く報告されてい
る4, 5）。また、Sjodin, B・Jacobus、等は4mM speed 
training後、筋組織中の酸化酵素活性化を増加し
たことを報告している6）。したがって、本研究で得ら
れたAnTレベル（乳酸閾値）の上昇や記録の短縮
は、持久的 trainingによる筋組織中の酸化酵素活
性化改善よるものとも考えられる。また、競歩選手は、
training期間で効率の良い歩行技術を修得していたと
も推測される。
持久的 trainingに4mM speedを取り入れた実践

trainingにおいて、記録が向上したことは、各選手の
持久走、持久歩 trainingの運動強度負荷決定基準
のひとつとしてOBLA（4mM speed）が有効な指標で
あると考えられる。

参考文献
1） 吉田敬義・山口敏夫・千田守・市岡正彦・巻
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図2．5000m競歩記録と血中乳酸濃度が
　　   4mM値時の歩行速度との関係
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Ⅵ　高所トレーニングの実践研究

（短期滞在型インターバル高所トレーニングの実践
研究）　
「トレーニングの科学」第19巻　第4号　
平成19年12月　より

要　　約
本研究では、大学女子中長距離選手15名を対
象として短期間（4泊4日）の高所トレーニング（標
高1600m～2200m）を3～4日の積極的休養｛標高
400m｝を挟み2度繰返す短期滞在型インターバル高
所トレーニングを以下の方法で実施し、結果を得た。

1） 対象者―中、長距離走を専門とする女子大学生

（18歳~21歳）15名
2） トレーニング期間―
 平成17年8月28日～9月8日（4＋4＋4日）
 平成18年9月3日～9月13日（4＋3＋4日）
 8名は初参加
3） 測定項目及び測定方法

1） 血液検査―高所トレーニング前後の2週
間以内に実施した。

2） 血中乳酸値の測定とV2mMからV6mM 
speedの推定（トレッドミル走テスト）

3） 3000m走の記録の比較（S.Bとトレーニン
グ後2週間内に出場した競技会記録）

4） トレーニング内容
 18年度実施のトレーニングを表1に示した。
　　　（17年度も同様なトレーニング）

＊ V2mM～V4mM―乳酸濃度
 （2mmol/L～4mmol/L speed）
＊ 1600m―　標高
＊ 網掛けは低地（400m）での積極的休養
＊ トレーニングは、気象条件に左右されず実施した。

表1．トレーニング内容
網掛けは低地、かっこ内はトレーニング強度と標高、標高は
トレーニング開始高であり、2000mでは最高2200mの標高
まであがった。

日付 午前 午後

9月3日 Jogging (1600m)

4日 12km (V2mM: 1600m) 12km (V2mM: 1600m)

5日 12km (V2mM: 1600m) 1000m×8 (V3mM: 2000m)

6日 6000m×2 (V3mM: 1600m) 400m×15 (V4mM: 1600m)

7日 Rest (1600m) Rest (400m)

8日 Jogging (400m) Jogging (400m)

9日 Rest (400m) Jogging (1600m)

10日 12km (V2mM: 1600m) 12km (V2mM: 1600m)

11日 1000m×8 (V3mM: 2000m) 12km (V2mM: 1600m)

12日 400m×15 (V4mM: 1600m) 6000m×2 (V3mM: 1600m)

13日 1000m Time trial (1600m)

起床：6時，朝食：7時
トレーニング：10時～

昼食：12時30分
トレーニング：15時～
夕食：18時30分
就寝：10時
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結果、以下の通りであった。
1 酸素運搬系に関わる血液性状｛赤血球、ヘマト
クリット値、ヘモグロビン濃度、血清鉄）に変化
はなかった。

2 4mmol/L相当の走速度は、トレーニング後
6.6m/min速くなり、5%水準の危険率で有意差
が認められた。

3 3000m走は、トレーニング後約11秒の短縮が
あり、1%の危険率で有意差が認められた。
以上のことから、短期滞在型インターバル高所ト

レーニングは、血液性状に酸素運搬系の改善は認
められないながらも、血中乳酸値が3～4mmol/L程
度となる持久走、ペース走やインターバルトレーニ
ングにより筋緩衝能の改善などが起こると予想され、
中、長距離選手の競技力向上に有用であると考えら
れる。

＊ V―短期滞在型インターバル高所トレーニングの
実践研究の参考文献、考察に関しては、「トレー
ニングの科学」第19巻を参照してください。
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