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Ⅰ． はじめに

　ヒトは，日常生活やスポーツの場面において実に様々な運動を行う。これらの運動を持続的
もしくは反復的に行った場合，運動パフォーマンスは時間の経過に合わせて低下していく。十
分な休息を挟むことでパフォーマンスは回復するが，回復後に同様の運動を行うことで再度パ
フォーマンスは低下していく。パフォーマンス低下の量的な程度や低下した状態が続く時間に
は，運動の時間や強度によって幅が見られるが，この一過性に見られる運動パフォーマンスの
低下は筋疲労によってもたらされると考えられている。筋疲労は，従来から運動生理学やス
ポーツ科学の分野において重要なテーマであり，多くの研究によって取り上げられてきた経緯
がある。スポーツを競技として行う場合，筋疲労はその成績の優劣を大きく左右する要因とな
るため，スポーツ競技のトレーニングにおける重要な目標はいかに筋疲労を避けたり遅らせた
りするかにあると言っても過言ではない。スポーツを余暇の娯楽として行う場合においても，
筋疲労を遅延させることは運動時間の増大や怪我の予防につながり，継続してスポーツを楽し
むために必要なことである。また，学校教育における体育活動を考えた場合にも，筋疲労の回
避と遅延によって十分な運動時間が確保され，授業の目標達成が促されるであろう。これらの
ことから，運動時の筋疲労の機序を明らかにすることはヒトの運動遂行に関わる様々な機能を
捉え直すことにつながるだけでなく，運動遂行の効率的な活用にも応用されうると考えられ
る。
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【要旨】　運動を連続的に行うとそのパフォーマンスは低下していき，最終的に運動自体を続け
ることが出来なくなることは，あらゆる人々によって経験される事実である。筋疲労という用
語が用いられた場合，その用語はこれらの運動パフォーマンスの低下や疲労困憊を意味するも
のであると混同されがちである。筋疲労の結果として運動パフォーマンスの低下や疲労困憊が
起こるという理解は正しいが，筋疲労の発生および亢進は運動パフォーマンスの低下および疲
労困憊と同一のものではない。伝統的な筋疲労研究において筋疲労の定義は確立されてきたが，
近年の研究では，その定義に必ずしも当てはまらない状況において運動パフォーマンスの低下
および疲労困憊が起きることが報告されている。これは，これまでの筋疲労の定義では説明で
きない筋疲労というものが存在する可能性を示している。そこで本稿では，初めに伝統的な筋
疲労の定義を提示し，その後にその定義には当てはまらない筋疲労について，著者が主体的に
関わった研究成果を中心に考察を進める。最終的に，伝統的な筋疲労の定義を修正した新たな
定義を提案する。

【キーワード】　筋疲労，防御メカニズム，求心路
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　本稿では，著者が関わった研究から明らかにされてきた筋疲労の機序に関する知見を中心に
紹介し，従来から考えられてきた筋疲労の定義について再考する。
　

Ⅱ． これまでの筋疲労の定義

　初めに，これまで示されてきた筋疲労の定義を明らかにする。一般的に，筋疲労は単なる運
動パフォーマンスの低下と捉えられがちであり，多くの先行研究がこれを筋疲労の定義として
用いてきた1。例えば，最大努力による筋収縮（maximal voluntary contraction：MVC）を持続
的に行った場合，筋力は運動開始後まもなく低下し始めるため，筋疲労は運動開始時から生じ
ているとされる2,3。この定義に則って考えると，最大下努力による筋収縮を持続的に行った場
合では，要求された筋力が維持されている間は筋疲労が生じていないが，要求された筋力が維
持できなくなった地点で筋疲労が発生することになる。しかしながら，持続的な最大下筋収縮
時において筋力が維持できなくなるという現象は，そこに至るまでの過程によってもたらされ
ていると考えられる。事実，最大下筋収縮を間欠的に行いながら一定間隔でMVCの実施を挟
んだ場合，MVC時の力発揮は漸減することが示されている4。したがって，多くの研究では筋
疲労を「筋力を生み出す能力の低下（any reduction in the ability to exert muscle force）」と定
義している4-6。筋力という表現は静的な筋収縮にしか対応していないので，動的な筋収縮にも
対応させるために「筋力もしくは筋パワーを生み出す能力の低下」という表現が使用されてい
る。また，筋力や筋パワーは加齢や障害などによって低下することもある7が，この低下は筋疲
労による低下とは全く異なった現象である。したがって，筋疲労の正確な定義は「運動によっ
て引き起こされる筋力または筋パワーを生み出す能力の低下」とされている。この定義によ
り，最大発揮筋力が低下すること，一定の筋力発揮が維持できなくなること，およびそれらの
現象が顕在化するまでの過程，の全てが筋疲労に含まれることになる。以上より，本稿ではこ
れまでの筋疲労の定義を「運動によって引き起こされる筋力または筋パワーを生み出す能力の
低下」とする。

Ⅲ．伝統的な筋疲労の分類

　運動は筋活動によって実現される。随意的な筋活動を起こす際，脳から筋に至る遠心性の経
路が重要な役割を果たす。具体的には，大脳皮質の運動野から運動指令と呼ばれる電気活動が
発生した後，運動指令は皮質脊髄ニューロンを下行し，脊髄にあるα運動ニューロンから神経
筋接合部へと到達する。神経筋接合部では，化学的伝達物質によって脱分極が引き起こされ，
筋線維膜にインパルスが生じる。その後，興奮収縮連関が起こり，クロスブリッジによって筋
活動が引き起こされる8。この経路のいずれかの場所が何らかの要因により活動を制限されれ
ば，筋力または筋パワーを生み出す能力の低下，つまり筋疲労が引き起こされる。上述した遠
心性の経路のうち，神経筋接合部以下の活動が制限されることによって生じる筋疲労は，末梢

05松浦亮太.indd   92 2016/03/09   13:42



93筋疲労を再定義する

性疲労（peripheral fatigue）に分類されている。この末梢性疲労においては，伝統的に筋内pH
の低下や筋内のエネルギー基質の枯渇が筋活動に及ぼす悪影響について検討されている9。短
時間全力運動の繰り返しを用いた先行研究10-14においても，末梢性疲労による運動パフォーマ
ンスの低下が議論されている。これに対して，神経筋接合部より上位の活動が制限されること
によって生じる筋疲労は，中枢性疲労（central fatigue）と呼ばれている。最大努力による随意
的な筋力が低下していく過程において，電気刺激や磁気刺激を用いて筋を支配している運動野
領域およびα運動ニューロンを刺激すると，低下していた随意的筋力が一時的に高くなる15-17。
これは，筋疲労時において随意的に最大限の神経活動を生じさせることができなくなってい
ることを示しており，中枢性疲労が発生している証拠である。中枢性疲労の原因として，運動
時の脳内グリコーゲン濃度の低下による運動野内の神経活動の低下を挙げている研究18もある
が，そこで示されている脳内グリコーゲン濃度の低下は120分の長時間運動時に生じている。
中枢性疲労はそれよりもはるかに持続時間の短い最大下筋収縮時でも観察されており19，運動
時に生じる中枢性疲労全般に当てはめることは難しい。また，等尺性収縮時における大脳皮質
運動野からの出力を検討した先行研究20-22では，運動野からの出力低下が運動野内の遠心性経
路の阻害により起きているわけではないことが確認されている。
　これまでに多くの研究が末梢性疲労や中枢性疲労の原因について議論してきているが，従来
から，筋収縮や神経活動を生み出すメカニズムが何らかの要因によって阻害されることで筋疲
労が生じていると一般的に考えられてきた。このような考え方をとった場合，ヒトが筋疲労に
よって要求された運動を継続できなくなる（疲労困憊）ということは，筋活動に関与するメカ
ニズムが阻害され，必要とされる筋力を維持する余力が残されていないことを含意する。しか
しながら，30%MVCの静的力発揮を間欠的に繰り返してその維持が不可能（疲労困憊）になっ
たとしても，その直後のMVC時における力発揮は30％MVC以上であることが報告されている
4。下肢ペダリング運動という動的な運動形態を用いた研究においても，これと同様の結果が
示されている23。したがって，筋疲労によってもたらされる運動パフォーマンスの低下や疲労
困憊という現象は，筋活動を生じさせる一連のメカニズムの阻害のみによって起きているわけ
ではないと考えられる。この点について，近年ではヒトの有する恒常性維持の観点から運動パ
フォーマンスの変化を再考し，筋活動を支えるメカニズムの阻害が一定レベルに達する前に筋
活動が抑制され，その抑制が運動パフォーマンスの低下に関与しているという主張もなされて
いる。この抑制は中枢神経系（central nervous system：CNS）の作用であるとされており，こ
の考えに基づいた研究では，運動パフォーマンスの低下や疲労困憊は絶対的な筋活動の阻害が
顕在化したものではないことが示唆されている24-28。
　

Ⅳ．恒常性維持と運動パフォーマンスの変化

　恒常性維持の観点から運動パフォーマンスの変化を検討する契機を与えたのは，Ulmer28に
よる高強度運動時パフォーマンスの最適化に関する制御系の仮定モデルの提案であった。初め
に，その提案された仮定モデルについて概説する。
　そのモデルは，CNSと末梢の筋の間におけるフィードバック制御に基づいた閉ループモデル
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である。CNSから筋へ送り出される遠心性信号は，動作や筋力発揮，およびその発揮時間などの
情報を伝えるものであり，実際に行われる運動強度や運動時における筋の代謝速度を決定する
ものとされている。その反対に，筋からCNSへ送られる求心性信号は，筋の化学受容体と機械
受容器によって感知される筋の状況についての情報を含んだものとされている。この筋からの
求心性信号を受け取ったCNSは，その時々の筋の状況に最適な運動パフォーマンスが発揮でき
るように，筋へ送る遠心性信号を変化させて動作や力発揮を修正したり変化させたりする。さ
らに，CNSへの求心性信号は末梢の骨格筋だけでなく他の末梢器官からも送られること，外因
性および内因性の基準信号が存在することにも言及している。これらの基準信号は中枢の“ブ
ラックボックス”に存在し，求心性信号に基づいたCNSによる遠心性信号の計算を修飾すると
している。具体的なものとして，トレーニング履歴，筋内のエネルギー基質の貯蔵量，以前の
経験，およびこれから行われる運動の終了地点などに関連した情報を挙げている。これらの基
準信号の作用により，トレーニング状況や運動の継続時間などに違いがあれば，CNSがたとえ
末梢から同等の求心性信号を受け取ったとしてもその求心性信号の解釈に差が生じ，その後の
遠心性信号も違ったものとなる。また，これらの基準信号が運動開始前に作用する可能性につ
いても言及されている。例えば，運動開始前にこれから行う運動の継続時間や運動強度に関す
る情報を与えられた場合，以前の経験とこれらの情報が照合されて計算がなされ，これから行
う運動でのパワーおよび筋力発揮が事前に設定される。
　以上，概説したモデルは目的的予期と名付けられており，実行されている運動の目的が遂行
される前に深刻な筋活動の阻害が起こることを防ぐメカニズムであると主張されている。目的
的予期モデルには，運動開始前に運動強度をあらかじめ設定するフィードフォワード調節の要
素と，運動中の求心性信号によって運動強度を修正するフィードバック調節の要素が含まれて
おり，これらの調節は意識下のレベルで引き起こされるとされている。
　目的的予期モデルの提案以降，モデルに基づいた実証的研究がいくつかなされている。
Hampson et al.29は，運動開始前に実際に行う運動強度とは異なる嘘の運動強度を被験者に伝
え，主観的運動強度（ratings of perceived exertion：RPE）を用いて運動時における努力感を評
価した。実験では，屋内で異なる運動強度による3回の走運動を行った。それぞれの運動強度
はトレッドミルで測定されたピーク走速度の80%，83%，86%に相当し，実施順は無作為であっ
た。被験者に対して3回の走運動における運動強度が全て同じ（ピーク走速度の83%）であると
事前に虚偽の説明していた場合，走運動時におけるRPEは3回の走運動にわたって増大を示し，
運動開始前に運動強度の正しい説明を受けた被験者の場合と同様であった。これは，事前に
運動強度に関して虚偽の説明が与えられたとしても，CNSの意識下レベルでは求心性信号が正
しく解釈されたことを示唆していると同時に，意識下レベルでの解釈が努力感として意識レベ
ルでも正しく認識されたことを示している。対照的に，実際に行う3回の走運動の運動強度を
ピーク走速度の83%で一定にし，運動開始前に運動強度がピーク走速度の80%，83%，86%に相
当する強度で順番に増大していくという虚偽の説明を被験者に対して与えた場合，運動開始前
に正しい情報を与えられた被験者はRPEが3回の走運動にわたって増大したが，事前に運動強
度に関して虚偽の説明を与えられた被験者は，3回の走運動にわたってRPEが増大せず一定で
あった。虚偽の説明を与えられた被験者では，運動開始前に虚偽の情報に基づいてあらかじめ
遠心性信号の設定および求心性信号の予測がなされたが，実際の求心性信号と予測に差が生じ
たため，同じ運動強度に対する努力感が低下した可能性がある。
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95筋疲労を再定義する

　St Clair Gibson et al.27は，1kmと4kmの高強度区間を定期的に含んだ100kmの自転車タイムト
ライアルを実施し，パワー発揮と表面筋電図（surface electromyography：SEMG）の変化を検討
した。高強度区間時，大腿直筋（rectus femoris：RF）から導出したSEMGの積分値（integrated 
SEMG：IEMG）は30%MVCに満たなかったにもかかわらず，パワー発揮とIEMGはタイムトラ
イアルの進行に伴って減少していた。最大下持続的筋収縮時にSEMGが増加する際，この増加
は新たな筋線維の付加的動員を表す30とされていることから，100kmの自転車タイムトライアル
時の高強度区間におけるIEMGの減少は，CNSからの遠心性信号が抑制されていることを示唆
するものであり，パワー発揮の減少はその抑制の結果であると考えられる。100km自転車タイ
ムトライアル全体を通じて心拍数（heart rate：HR）が減少していなかったことから，高強度区
間における遠心性信号の抑制とパワー発揮の減少は被験者が意識的にパワー発揮を抑制したこ
とが原因ではなく，意識下レベルでの抑制が原因であったことが示唆される。したがって，厳
密な因果関係については明らかではないが，100kmの自転車タイムトライアル時に起きた末梢
組織の状況変化によって，CNSからの遠心性信号が意識下レベルで抑制されていたと推察され
る。
　Ansley et al.31は33秒と36秒の短時間全力自転車運動を行い，事前に被験者に対して正しい運
動時間（33秒，36秒）と虚偽の運動時間（30秒）を伝えた場合のパワー発揮を比較した。36秒の
試技では，正しい情報を伝えた場合よりも，虚偽の情報を伝えた場合において最後の3秒間での
パワー発揮が低くなった。虚偽の情報を伝えられた被験者と正しい情報を伝えられた被験者で
は，30秒間のパワー発揮に差がなかったため，30秒間においては骨格筋の代謝状況に両被験者
群で差がなかったと推察される。そのため，最後の3秒間におけるパワー発揮の差は骨格筋の
代謝状況による影響で説明することは難しい。正しい情報を事前に伝えられた被験者はあらか
じめ36秒の運動に適した遠心性信号の準備を行い，虚偽の情報を伝えられた被験者では，36秒
の運動にもかかわらず30秒の運動に適した遠心性信号の準備を行っていたために，準備してい
なかった運動の最後の部分でパワー発揮に差が生じた可能性が高い。この研究結果は，運動開
始前の情報に基づいて運動強度が設定されるという，目的的予期モデルにおけるフィードフォ
ワード調節の存在を示唆するものである。
　Kay et al.32は自己ペースによる60分間の自転車タイムトライアルを行い，その際のパワー発
揮とSEMGを検討した。被験者は自転車タイムトライアル中に出来る限り多くの距離を走破す
るように指示を受け，計6回にわたる1分間のスプリントを10分毎に課されていた。2～5回目の
スプリントではパワー発揮が1回目のスプリントよりも有意に低下していたが，6回目のスプリ
ントではパワー発揮が1回目と同様の値を示していた。この際，RFのSEMGから算出したIEMG
と平均パワー周波数（mean power frequency：MPF）の変化もパワー発揮と同様のパターンを
示しており，HRとRPEは最大値に達していた。この結果は，被験者が60分間で出来る限り多
くの距離を走破するという目的を最大限果たそうとする中で，最後のスプリント時に十分なパ
ワー発揮が出来るように，途中のスプリント時にパワー発揮が意識下レベルで抑制されていた
ことを示唆する。自転車タイムトライアルの“終了時間”に到達する前に，意図していない筋活
動の阻害が起きることをこの抑制によって防いでいた可能性がある。さらに，運動中の求心性
信号と残された運動時間に関する情報から，CNSは6回目のスプリントでパワー発揮を増大さ
せても恒常性を維持したまま運動を完遂できると判断したのかもしれない。
　これらの先行研究の結果を受けて，いくつかの研究者25,26,33は運動中にパフォーマンスが変化
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するメカニズムについて，恒常性維持の視点から以下のようにまとめている。運動を開始する
前にその運動の継続時間や運動強度に関する情報が与えられた場合，以前の経験に基づいてあ
らかじめCNSからの遠心性信号の内容が決定される。運動開始当初，あらかじめ設定された遠
心性信号に応じた筋活動が実行されるが，この筋活動によって変化する骨格筋や末梢器官の情
報が求心性信号としてCNSへ伝えられる。求心性信号を受け取ったCNSは事前に与えられた情
報と求心性信号を照らし合わせ分析し，その分析に基づいて遠心性信号を修正する。このまと
めを受けると，我々が経験する運動パフォーマンスの低下や疲労困憊は，求心性信号の分析に
基づいた遠心性信号の変化を反映したものである可能性がある。つまり，運動パフォーマンス
の低下や疲労困憊は，適切でないエネルギー消費や末梢組織の深刻な損傷といった恒常性の破
綻を回避するための“防御メカニズム”と考えることができる25,26,33。運動パフォーマンスの低
下や疲労困憊を“防御メカニズム”とみなす考えは近年新たに出てきたものであり，研究は発展
途上である。以下では著者が関わってきた実験の結果を主に取り上げ，“防御メカニズム”とし
て運動パフォーマンスの変化が起きている証拠を提示し，遠心性信号を修正している求心性信
号の発生源についても議論する。

Ⅴ．運動パフォーマンスのフィードバックならびにフィードフォワード調節

　“防御メカニズム”として運動パフォーマンスが変化するのであれば，Ulmer28が提案したよ
うに，実施する運動に関連した様々な情報が遠心性信号および運動パフォーマンスに影響を及
ぼすと考えられる。また，運動に関連した情報には運動中に作用してフィードバック調節を行
うものと運動前に作用してフィードフォワード調節を行うものがある。ヒトの運動では両者の
影響が常に生じるために厳密にその影響を分類して検討することは難しいが，2つの別個の実
験結果からそれぞれの影響を論じる。運動に関連した情報には，運動中に意識下で伝えられる
身体内部の潜在的な情報と運動前に意識的に認知される顕在的な情報がある。ここでは，前者
として筋や腱にかかる負荷を含んだ固有感覚情報，後者として運動強度に関する情報を操作し
た実験を紹介する。
　Matsuura et al.34は非等速性自転車エルゴメータを用い，軽いペダル負荷と重いペダル負
荷で短時間の自転車スプリントを繰り返した（repeated cycling sprints：RCS）場合の運動パ
フォーマンスについて検討した。軽い負荷のRCS（RCSL）ではペダルの回転速度が高くなり，
筋や腱の限界に近い速度で運動が繰り返される。このような運動の継続は骨格筋に過剰なダ
メージをもたらす可能性が高まる。運動パフォーマンスがCNSによる“防御メカニズム”に
よって変化するのであれば，骨格筋の代謝ストレスが同等であっても，RCSL時にはCNSが遠
心性信号を抑制して運動パフォーマンスは低下すると予想される。30秒と360秒の休息を混在
させた10秒×10回のRCSにおいてピークパワー（peak power output：PPO）をRCSLと重いペダ
ル負荷のRCS（RCSH）で比較すると，9および10セット目ではRCSHよりもRCSLで有意に低い値
であった（Fig.1）。外側広筋（vastus lateralis：VL）から導出されたSEMGを用いて二乗平均平
方根（root mean square：RMS）を算出し，9セット目と1セット目で比較したところ，RCSHでは
差がなかったのに対してRCSLでは9セット目の方が有意に低い値であった（Fig.2）。
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97筋疲労を再定義する

Fig.1 Changes in peak power output （PPO） divided by body mass （BM） in each of the participants （PPO•BM-1） 
during two repeated cycling sprints （RCSs） with either light （RCSL, filled circles） or heavy load （RCSH, open circles） 
（N=7）. *p<0.05, significantly different from the value in the first sprint in RCSL. †p<0.05, significant difference 

between the value in the RCSL and that in the RCSH. ［From Matsuura et al.34］

Fig.2 Changes in root mean square （RMS） from the left vastus lateralis （VL） expressed as a percentage of the total 
number of pedallings in the first （filled circles） and ninth （open circles） sprints during two repeated cycling sprints 
（RCSs） with either light （RCSL, top） or heavy load （RCSH, bottom） （N=7）. #p<0.05, significantly different from the 

value during 0–20% of total numbers of pedallings in the ninth sprint in RCSL; †p<0.05, significant difference between 
the value in the first sprint and that in the ninth sprint during RCSL; *p<0.05, significantly different from the value 
during 0% to 20% of the total number of pedallings in both the first and the ninth sprints in the RCSH. ［From Matsuura 
et al.34］
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　このことから，RCSLのみにおいて9セット目以降に遠心性信号が低下していたことが推察さ
れる。血中乳酸濃度（［La

_
］）と各スプリント直前の酸素摂取量（preV

・
O2）から推測した筋の代

謝ストレスは2条件で差が見られなかったため，RCSLにおける遠心性信号の低下がRCSHより
も低いPPOを引き起こしたと考えられる。したがって，筋にかかる負荷を含んだ固有感覚情報
はそれらの負荷が高くなる場合に遠心性信号を抑制し，パフォーマンスの低下を招いているこ
とが明らかとなった。この運動パフォーマンスの低下は“防御メカニズム”のフィードバック
調節が作用した結果であると推察される。
　一方，フィードフォワード調節はどうだろうか。Matsuura et al.35は4分間の高強度自転車運
動を3分休息で3回（それぞれEx-1，Ex-2，Ex-3）繰り返す運動（intermittent cycling exercise：
ICE）を用い，運動前に被験者へ与えられる運動強度の情報がSEMGおよび筋の代謝ストレス
に及ぼす影響を検討した。被験者は正しい運動強度の情報を与えられる群（control group：
ICEC）と虚偽の運動強度の情報を与えられる群（deception group：ICED）に割り当てられ，
ICEを別日に2回（それぞれICE-1，ICE-2）行うことで運動強度の情報に関する効果を検討し
た。ICE-1では，ICECとICEDの両群ともに正しい運動強度の情報（Ex-1，Ex-2，Ex-3の運動強度
は一定）が与えられた。それに対してICE-2では，ICECにのみICE-1と同様の正しい情報が与
えられたが，ICEDには虚偽の情報（Ex-1 → Ex-2 → Ex-3と経過するにつれて強度が高くな
る）が与えられた。その結果，ICE-1では筋の代謝ストレス（Fig.3）およびSEMGのRMS

Fig.3 Changes in blood lactate concentration （［La–］） during the two intermittent cycling exercise （ICE） tests （ICE-
1 and ICE-2） in the control （ICEC, filled circles, N=8） and deception （ICED, open circles, N=8） groups. ICE began 
3 min after the warming-up. ICE consisted of three 4-min submaximal cycling exercises at 80% peak power output 
（PPO） （Ex-1, Ex-2 and Ex-3） with 3-min passive recovery periods. The ICEC included participants who were correctly 
informed that all 4-min cycling exercises would be completed at 80% PPO on both the ICEC-1 and ICEC-2. Participants 
in the ICED were informed that all 4-min cycling exercises would be completed at 80% PPO on the ICED-1, and on the 
ICED-2 they were told that they would perform at 80%, 83%, and 86% PPO, while they actually performed all 4-min 
cycling exercises at 80% PPO. †p<0.05, significant group effect. ［From Matsuura et al.35］
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99筋疲労を再定義する

（Fig.4）に2群で差は見られなかったが，ICE-2では，Ex-1およびEx-2においてRMSがICECより
もICEDで低い値を示した（Fig.4）。血中［La

_
］から評価される筋の代謝ストレスについても，

ICE-2においてICECよりもICEDの方が低かった（Fig.3）。ICEDにおけるRMSの低下は，事前に
運動強度の増大およびそれによる筋の代謝ストレスの増加を予測した結果，過剰な代謝ストレ
スが発生することを回避するためにCNSがあらかじめ遠心性信号を抑制した可能性を示して
いる。ICE-2のICEDにおいて遠心性信号が抑制されていたにもかかわらず，ICECと同様の運動
強度をどのようにして維持していたのかについて説明できるような結果は得られていないた
め，さらなる検討が必要とされるが，本実験結果は事前の情報によって“防御メカニズム”の
フィードフォワード調節が作用していた証左であると考えられる。本実験において，事前の運
動に関する情報は遠心性信号だけにとどまらず筋代謝にも影響を及ぼした。これは，運動前の
情報が筋の代謝ストレスによるフィードバック調節にも影響を及ぼす可能性を示すものであ
り，非常に興味深い。

Ⅵ．“防御メカニズム”を生み出す求心性信号の発生源

　これまで述べてきたように，“防御メカニズム”の作用により運動パフォーマンスが変化する
場合，その作用をもたらす要因は単一ではなく多様である。ただし，“防御メカニズム”の目的
は筋活動の深刻な阻害の回避であるという前提に立てば，伝統的に筋活動を末梢レベルで阻害
するとされてきた筋の代謝ストレス（筋内pHやエネルギー基質の低下）が，運動中における遠
心性信号をフィードバック調節する求心性信号の中で，最も強い影響を有する発生源である可
能性は高い。

　このことから，RCSLのみにおいて9セット目以降に遠心性信号が低下していたことが推察さ
れる。血中乳酸濃度（［La

_
］）と各スプリント直前の酸素摂取量（preV

・
O2）から推測した筋の代

謝ストレスは2条件で差が見られなかったため，RCSLにおける遠心性信号の低下がRCSHより
も低いPPOを引き起こしたと考えられる。したがって，筋にかかる負荷を含んだ固有感覚情報
はそれらの負荷が高くなる場合に遠心性信号を抑制し，パフォーマンスの低下を招いているこ
とが明らかとなった。この運動パフォーマンスの低下は“防御メカニズム”のフィードバック
調節が作用した結果であると推察される。
　一方，フィードフォワード調節はどうだろうか。Matsuura et al.35は4分間の高強度自転車運
動を3分休息で3回（それぞれEx-1，Ex-2，Ex-3）繰り返す運動（intermittent cycling exercise：
ICE）を用い，運動前に被験者へ与えられる運動強度の情報がSEMGおよび筋の代謝ストレス
に及ぼす影響を検討した。被験者は正しい運動強度の情報を与えられる群（control group：
ICEC）と虚偽の運動強度の情報を与えられる群（deception group：ICED）に割り当てられ，
ICEを別日に2回（それぞれICE-1，ICE-2）行うことで運動強度の情報に関する効果を検討し
た。ICE-1では，ICECとICEDの両群ともに正しい運動強度の情報（Ex-1，Ex-2，Ex-3の運動強度
は一定）が与えられた。それに対してICE-2では，ICECにのみICE-1と同様の正しい情報が与
えられたが，ICEDには虚偽の情報（Ex-1 → Ex-2 → Ex-3と経過するにつれて強度が高くな
る）が与えられた。その結果，ICE-1では筋の代謝ストレス（Fig.3）およびSEMGのRMS

Fig.4 Changes in root mean square （RMS） calculated from surface electromyography （SEMG） of the right vastus 
lateralis （VL） normalized by the value obtained from 10 to 30 s in the first 4-min cycling （Ex-1） during the two ICE 
tests （ICE-1 and ICE-2） in the two groups. *p<0.05, significant time effect. †p<0.05, significant group effect. ［From 
Matsuura et al.35］
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　Matsuura et al.36はRCSを用い，35秒の休息で10回繰り返すもの（RCS35）と350秒の休息で10
回繰り返すもの（RCS350）の2条件を設定し，筋の代謝ストレスとSEMGの関係を検討した。骨
格筋の代謝ストレスとして筋内pHとクレアチンリン酸（PCr）に着目し，血中［La

_
］とpreV

・
O2

からそれぞれを推定した。スプリント時の遠心性信号はVLとRFから導出したSEMGを解析し，
IEMGとMPFの指標を用いて評価した。スプリント時におけるPPOはRCS35で有意に低下した
がRCS350では維持されていた（Fig.5）。血中［La

_
］（Fig.6）とpreV

・
O2（Fig.7）を2条件で比較する

とRCS35では高い骨格筋の代謝ストレスが推察された。VLのMPFはRCS35よりもRCS350で有意に
高く（Fig.8），IEMGには条件間で差が見られなかった（Fig.9）。筋線維活動電位伝導速度

（MFCV）が減少するとMPFが低下する30,37という報告や代謝ストレスの増大はMFCVを減少さ
せる38,39,40という報告に則れば，これらの結果は以下のように解釈できる余地がある。1セット
目のスプリントではRCS35とRCS350で同様の筋動員がなされていたが，RCS35における高い代謝
ストレスがRCS350よりもMFCVを減少させたことで，MPFに条件間で差が生じたのかもしれな

Fig.5 Changes in peak power output （PPO） divided by body weight （BW） in each of the participants （PPO・BW-1） 
during two repeated cycling sprints （RCSs） with either 35-sec recovery periods （RCS35, open circles） or 350-sec 
recovery periods （RCS350, filled circles）. *p<0.05, significantly different from the value in the 1st set in RCS35. ［From 
Matsuura et al.36］

Fig.6 Changes in blood lactate concentration （La） during two repeated cycling sprints （RCSs） with either 35-sec 
recovery periods （RCS35, open circles） or 350-sec recovery periods （RCS350, filled circles）. *p<0.05, significantly 
different from the value at rest in RCS35. #p<0.05, significantly different from the value at rest in RCS350. ##p<0.05, 
significantly different from the value in the 5th set in RCS350. ［From Matsuura et al.36］
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101筋疲労を再定義する

いというものである。これは，この実験の2条件で見られたSEMGの差が代謝ストレスの骨格
筋に与える末梢性の影響によって生じたに過ぎないことを意味する。しかしながら，RCS350

ではRCS35のようにIEMGが低下していたにもかかわらずPPOは維持されていた。IEMGが低下
した理由としては末梢性および中枢性の影響が考えられるが，いずれにしてもIEMGの低下は
筋線維の動員数やその動員されている筋における活動電位の発生頻度と関連付けられ41,42，筋
収縮による力発揮には負の効果を有することが予測される。このような状況にもかかわらず，

　Matsuura et al.36はRCSを用い，35秒の休息で10回繰り返すもの（RCS35）と350秒の休息で10
回繰り返すもの（RCS350）の2条件を設定し，筋の代謝ストレスとSEMGの関係を検討した。骨
格筋の代謝ストレスとして筋内pHとクレアチンリン酸（PCr）に着目し，血中［La

_
］とpreV

・
O2

からそれぞれを推定した。スプリント時の遠心性信号はVLとRFから導出したSEMGを解析し，
IEMGとMPFの指標を用いて評価した。スプリント時におけるPPOはRCS35で有意に低下した
がRCS350では維持されていた（Fig.5）。血中［La

_
］（Fig.6）とpreV

・
O2（Fig.7）を2条件で比較する

とRCS35では高い骨格筋の代謝ストレスが推察された。VLのMPFはRCS35よりもRCS350で有意に
高く（Fig.8），IEMGには条件間で差が見られなかった（Fig.9）。筋線維活動電位伝導速度

（MFCV）が減少するとMPFが低下する30,37という報告や代謝ストレスの増大はMFCVを減少さ
せる38,39,40という報告に則れば，これらの結果は以下のように解釈できる余地がある。1セット
目のスプリントではRCS35とRCS350で同様の筋動員がなされていたが，RCS35における高い代謝
ストレスがRCS350よりもMFCVを減少させたことで，MPFに条件間で差が生じたのかもしれな

Fig.7 Changes in oxygen uptake （V
.

O2） divided by body weight （BW） in each of the participants for 15 sec 
immediately before each of the ten cycling sprints （preV

.
O2） during two repeated cycling sprints （RCSs） with either 35-

sec recovery periods （RCS35, open circles） or 350-sec recovery periods （RCS350, filled circles）. *p<0.05, significantly 
different from the value in the 5th set in RCS35. #p<0.05, significantly different from the value in the 5th set in RCS350. 
（★p<0.05, significant difference between the value in RCS35 and that in RCS350. ［From Matsuura et al.36］

Fig.8 Changes in mean power frequency （MPF） calculated from surface electromyography （SEMG） of the left vastus 
lateralis （VL : top） and of the left rectus femoris （RF : bottom） normalized by the 1st set value during two repeated 
cycling sprints （RCSs） with either 35-sec recovery periods （RCS35, open circles） or 350-sec recovery periods （RCS350, 
filled circles）. ★p<0.05, significant difference between the values in RCS35 and those in RCS350. ［From Matsuura et 
al.36］
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RCS350でPPOが維持されていた理由は以下のように推察される。MPFがRCS35よりも高値を示
していたことから，RCS350ではより高いMFCVを有する筋線維が選択的に動員され，筋の動員
数やその活動電位の発生頻度の低下を補償していたのであろう。したがって，運動によって生
じた骨格筋の代謝ストレスの差が筋動員パターンに違いを生じさせることが示唆される。
　Matsuura et al.36は骨格筋の代謝ストレスに応じて運動時の遠心性信号が変化することを示
唆したが，代謝ストレスを生み出す個々の要因が遠心性信号の変化に及ぼす影響までは検討で
きなかった。この問題をより詳細に検討するために，Matsuura et al.43は運動時における筋内
pHの低下を炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）の経口摂取によって操作し，筋内pHの低下が遠心
性信号および運動パフォーマンスに及ぼす影響を検討した。30秒と360秒の休息を混在させた
10秒×10回のRCSを用い，RCSの開始前にNaHCO3（RCSAlk）もしくは偽薬（RCSPla）を経口摂
取する2条件を設定した。RCSAlkでは代謝性アルカローシスが誘発され，RCS時における筋内
pHの低下が遅延していた。しかしながら，RCS時における運動パフォーマンス（Fig.10）とVL
から記録したSEMG（Fig.11）はRCSAlkとRCSPlaで同様であった。したがって，筋内pHの低下の
みが遠心性信号の変化を生じさせているわけではないと結論付けられる。筋内pHの低下以外
に筋形質内の無機リン酸濃度や細胞外のカリウムイオン濃度なども筋収縮の阻害要因である
ことが主張されていることから，それらの要因も遠心性信号の変化をもたらす求心性信号であ
るのかもしれない。末梢性疲労（筋収縮の阻害）が大きくなればなるほどその後の運動パ
フォーマンスおよび遠心性信号も低下することが報告されており26，筋収縮の阻害要因を包括

Fig.9 Changes in integrated EMG （IEMG） calculated from surface electromyography （SEMG） of the left vastus 
lateralis （VL : top） and of the left rectus femoris （RF : bottom） normalized by the 1st set value during two repeated 
cycling sprints （RCSs） with either 35-sec recovery periods （RCS35, open circles） or 350-sec recovery periods （RCS350, 
filled circles）.†p,0.05, significantly different from the value in the 1st set. ［From Matsuura et al.36］
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的に検討する必要があると考えられる。

Fig.10 Changes in peak power output （PPO） divided by body mass （BM） in each of the subjects （PPO・BM–1） and 
mean power output （MPO） divided by BM in each of the participants （MPO・BM–1） during two repeated cycling 
sprints （RCSs） with oral administration of either NaHCO3 （RCSAlk: filled circles） or placebo （CaCO3） （RCSPla : open 
circles）. *p<0.05, Significantly different from the value in the 1st sprint in RCSAlk. #p<0.05, Significantly different from 
the value in the 1st sprint in RCSPla. ［From Matsuura et al.43］

Fig.11 Changes in root mean square （RMS, top） and mean power frequency （MPF, bottom） calculated from surface 
electromyography （SEMG） of the left vastus lateralis （VL） normalized by the 1st sprint value during two repeated 
cycling sprints （RCSs） with oral administration of either NaHCO3 （RCSAlk : filled circles） or placebo （CaCO3） 
（RCSPla : open circles）. *p<0.05, Significantly different from the value in the 1st sprint in RCSAlk. #p<0.05, Significantly 

different from the value in the 1st sprint in RCSPla . ［From Matsuura et al.43］

05松浦亮太.indd   103 2016/03/09   13:42



104

　この求心性信号の発生源と神経経路を特定するための研究はいくつか行われており，活動筋
のグループⅢ・Ⅳ求心性神経によって神経信号が視床下部へ伝えられることが示唆されてい
る44。グループⅢ・Ⅳ求心性神経の活動亢進と運動パフォーマンスの低下を引き起こす遠心性
信号の抑制の関連は度々議論されている45が，これらの求心性神経の作用が伸筋と屈筋で異な
る46ことや大脳皮質運動野と脊髄運動ニューロンでも異なることが報告されており47，明確な
結論は得られていない。求心性信号の発生源の候補として他に筋グリコーゲン濃度48や乳酸49

などが挙げられてはいるが，一致した見解には至っていない。St Clair Gibson and Noakes26は，
骨格筋，心臓，呼吸筋に与えられる生理的・機械的負荷を求心性信号の発生源として挙げてお
り，各求心性信号の統合体が遠心性信号の変化に影響すると述べている。CNSが求心性信号の
統合体に基づいて遠心性信号を変化させているか否かについては今後のさらなる検討が必要
とされる問題ではあるが，運動時に生じたグループⅢ・Ⅳ求心性神経活動の集合が一定の閾値

（sensory tolerance limit）に達した際に持続的な運動の疲労困憊が訪れるという近年の報告50,51

をふまえると，求心性信号の集合および統合体という概念は今後の研究における重要な鍵とな
るのかもしれない。

Ⅶ．新たな筋疲労の定義と今後の研究の展望

　従来，運動パフォーマンスの低下や疲労困憊は筋活動を生み出す経路のいずれかが阻害され
るために生じると考えられてきたが，これまで述べてきたことから必ずしも「阻害」が原因で
はないことが理解できる。「運動によって引き起こされる筋力または筋パワーを生み出す能力
の低下」が筋疲労の定義とされてきたが，「能力の低下」という表現には「阻害」によって「でき
なくなる」意味合いが強く反映されている。ここまでの議論において，「力を生み出す能力が
CNSによって抑えられる」ことも運動パフォーマンンスの低下や疲労困憊を導く原因となりう
ることを指摘してきた。したがって，「CNSによる力を生み出す能力の抑制」も筋疲労の定義
と位置付けなければならない。以上のことから，「運動によって引き起こされる筋力または筋
パワーを生み出す能力自体の低下，もしくはこれらの能力が破綻することを防ぐために生じる
筋力または筋パワーの抑制」という内容を新たな筋疲労の定義とすることが望ましい。この低
下もしくは抑制が顕在化した場合，運動パフォーマンスの低下や疲労困憊が生じると考えられ
る。
　筋疲労が“防御メカニズム”として作用していることについては様々な研究によって実証さ
れつつあるが，メカニズムの経路については未だ不明な点が多い。現在，この経路としてグ
ループⅢ・Ⅳ求心性神経に最も注目が当たっており，阻血や薬剤による神経ブロックという手
法を用いて様々な研究が実施されている。しかしながら，阻血や神経ブロックの作用が，運動
時においてグループⅢ・Ⅳ求心性神経の活動以外に影響を及ぼしている可能性は除外できな
いため，新しい手法を取り入れた研究の進展が期待される。
　また，片脚ペダリングで疲労困憊に達した後に対側片脚ペダリング運動の疲労困憊が早まっ
たり51，両手ハンドグリップによる筋疲労後に片側足関節の屈曲MVCが低下したり52と，筋疲
労をもたらす筋活動に関連しない筋群に対しても筋疲労の影響は波及することが示されてい
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る。この波及した筋疲労は“防御メカニズム”として作用しているのだろうか。最近，片脚で
の足関節MVCで筋疲労を生じさせた後，手指の皮質脊髄路の興奮性や半球間抑制に変化が見
られる53ことが明らかにされており，経頭蓋磁気刺激法と筋力発揮測定を効果的に組み合わせ
た研究を進めることで，波及した筋疲労と“防御メカニズム”の関係を明らかにできるかもし
れない。しかしながら，筋疲労後における皮質脊髄路興奮性の変化は必ずしも力発揮と関連性
があるとは限らない54ため，単純な力発揮の大きさだけでなく，多くの運動学的指標との関連
性を検討する必要があることを指摘しなければならない。
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Abstract
It is well known that exercise performance declines or exhaustion point is reached when 

exercise is continuously or repetitively performed. Although many people assume that a decline 
of performance or exhaustion is equivalent to muscle fatigue, muscle fatigue occurs even though 
exercise performance does not actually decline. Of course, there is no doubt that muscle fatigue 
is responsible for a decline of exercise performance or exhaustion. Many physiologists and sports 
scientists have been interested in mechanisms of muscle fatigue over 100 years. In traditional 
studies on muscle fatigue, definition of muscle fatigue has been established. However, recent 
studies have reported that a declined performance or exhaustion does not necessarily occur in 
keeping with the traditional definition of muscle fatigue. Therefore, it is likely that muscle fatigue 
can not be explained by the traditional definition of muscle fatigue. Firstly, this article reviews 
some previous studies on muscle fatigue and exhibits the traditional definition of muscle fatigue. 
Secondly, traditional classification of muscle fatigue into peripheral and central fatigue is discussed 
and recent studies by the author on muscle fatigue not related to peripheral or central fatigue 
are reviewed. Finally, this article proposes new definition of muscle fatigue based on the recent 
studies on muscle fatigue.
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