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中野武彦

Takehiko Nakano

Although we know the necessity of exercises, few of us go into action and continue. The main aim of this study
is to show the factors and effects of continuance of early running on data for 42 consecutive months. The factors
are firstly to have much latitude of mind and distance at least for several months when running, secondly to start
with a short distance, and lastly to continue to run the same distance with a better record and so on. The effects
are that running records have grown better for the first 5 months, that running courses had an effect on a span of
better records, that it took more than 30 months to decrease heart rate and so on.

Ⅰ

はじめに

中運動などが紹介されている。これらの運動は膝

厚生省（厚生労働省）は日常生活の中に運動習

や腰への負担が小さく、さらに、心理的な負担を

慣を定着させるため、1989年に「健康づくりのた

軽減できることに特徴がある。一方、有酸素運動

めの運動所要量」、1993年に「健康づくりのため

の代表であるランニングはその速さに関わらず一

の運動指針」、を策定した。しかし、近年の急速

瞬体を宙に浮かせるという特性があるので呼吸・

な高齢化による要介護者や骨粗鬆症患者の増加な

循環機能への負荷は大きく、毎分心拍数を高める

どの社会情勢の変化に伴い、従来の運動という概

ことは容易である。心拍数を目安にした運動処方

念にとらわれず、日常生活のなかに密着した具体

は糖尿病患者の運動療法にも適応される１）が健常

的な運動例を「生涯を通じた健康づくりのための

者にとっても運動強度や走行距離を適切にするこ

身体運動のあり方について」の報告書で1997年に

とは必要である。本研究は有酸素運動で最も心理

提示した。運動の必要性を感じながらもなかなか

的、身体的負担の大きいランニングを３年半継続

実践できない現実を踏まえた対応策であり、主観

した記録を検討し、その要因と効果を明らかにす

的に「かなり楽である」と感じる強度の有酸素運

ることを目的とした。

動として散歩、買物や園芸、ハイキングなどを紹

Ⅲ

介した。もともと有酸素運動にはいろんな種目が
あり、個々人の体力や体格に応じた運動を実践す
ることが傷害を予防し、継続を可能にする。

対象と方法

１）早朝ランニングのきっかけ
本研究の対象者は男性で走り始めた年齢は45才
であった。子供に誘われたのをきっかけに、１月

Ⅱ

目的

ダイエットや健康維持を目的として意図的に有
酸素運動を実践する種目としてウオーキングや水

１日より早朝（午前６時）ランニングを開始し、
子供は３月で断念したが本人はその後も継続し
た。

早朝ランニング継続の要因と効果に関する一つの事例研究
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脈で30秒間測定し、測定値の２倍を毎分心拍数と
した。直後心拍数は直後と表示した。直後心拍数
と３分後心拍数との差を回復と表示した。
４）データの集計
1999年１月から2002年６月までの42ケ月を対象
とし、月別に統計値を求めた。
５）有意差検定
図１．月別走行日数と１日の走行距離

ｔ検定を用い、有意水準は５％とした。

Ⅳ
２）ランニングコースと距離

結果

１）月別走行日数と１日の走行距離

居住地より１㎞離れた高台にある陸上競技場を

図１に示す月別走行日数において８ケ月目は９

目的地としたが高低差は不明であった。記録は１

日と少なかったが週に二日は走ったことになり、

日のランニングにおいて往路、陸上競技場の外周、

トレーニング効果は十分期待できる頻度であっ

復路を測定した。往路は始めの100ｍを準備運動

た。平均は23.7日であり、頻度は大であった。23

として歩き、競技場までの900ｍを走った。これ

ケ月目以後は増加傾向にあり、35ケ月目からは全

を上りと表示した。陸上競技場の外周（１周は

ての月が27日以上で、ほとんど毎日走っていた。

625ｍ）は５周の周回を基本とし、体調に応じて

１日の走行距離において１ケ月目は上りと下りを

周回数を増減した。これを外周と表示した。復路

歩いたので2.5㎞と短かったが２、３ケ月目は上

は居住地まで１㎞を走った。これを下りと表示し

りを走ったので 距離が1.0㎞以上伸びた。さらに、

た。

４ケ月目からは上り、外周、下りのすべてを走っ
たので１日の走行距離は5.0㎞と安定した。35ケ

３）毎分心拍数の測定

月目からはほとんど毎日走り、距離も長くなった

心拍数は下り走行後の直後と３分後に浅側頭動

ことから、疲労を感じない体力が構築されたこと

図２．記録と心拍数
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Ⅴ

が推察された。

考察

１）継続の要因
２）上り、外周、下りの記録

走り始めの１、２ケ月目は毎日走ったが上り、

図２に示す記録において上りは３ケ月目から７

下りは歩き、外周だけを走り、記録は測らなかっ

ケ月目まで毎月記録が有意に速くなった。さらに、

たこと、さらに、周回数を固定せず、体調に応じ

13ケ月目から記録が有意に速くなり、16ケ月目の

た距離を走ったことが身体的、心理的負担を小さ

280.6秒／㎞は上りの最高記録であった。その後

くする要因となった。自分なりの最高レベルを維

は徐々に遅くなり、42ケ月目は304.8秒／㎞と６

持しているランナーに加齢の影響が大きい２）とさ

ケ月目の304.7秒／㎞と同じレベルまで遅くなっ

れるが、外周の記録は５ケ月目に最高に達し、そ

た。外周は３ケ月目から５ケ月目まで毎月記録が

の後、42ケ月目まで傾きは0.11であり、加齢の影

有意に速くなり、５ケ月目の269.1秒／㎞は外周

響は見られなかった。体力の限界まで競う競技と

の最高記録であった。６、７ケ月目と有意差はな

しての長距離走は気温の影響を受け易いとされる

く、安定して速く走った３ケ月間であった。その

が季節による記録の差はなく、気温の影響は認め

後、42ケ月まで月数や季節に関係なく273.1秒／

られなかった。糖尿病の運動療法において心拍数

㎞から282.4秒／㎞の間で安定していた。下りは

から求める運動強度の最高は74.0％１）であるが５

４ケ月目からの６ケ月間は外周と比較して速くな

ケ月目の76.0％を除けば、35ケ月目の60.9％、距

く、特に、４ケ月目、８ケ月目は外周と比較して

離を伸ばした36ケ月目の66.4％も運動強度は有酸

有意に遅かった。その後は外周より有意に速く

素運動の範囲内であった。これらのことはすべて

なった。

余裕を持って走った結果であり、この余裕が継続
の要因として大きいことが示唆された。

３）走行後の心拍数

２）記録の推移

図２に示す直後において心拍数を測り始めた５

上りは走り始めた３ケ月目から５ケ月目までの

ケ月目は６、７ケ月目と有意差はなく、147.4

回帰直線の傾きは表１に示すように-14.70であ

拍／分であったが９ケ月目は155.4拍／分と10ケ

り、その後７ケ月までは-5.47であった。そして、

月目の154.2拍／分と共に最も多かった。その後

この５ケ月間の傾きは-10.31であった。13ケ月目

は徐々に減少する傾向を示し、31ケ月目は128.2

から傾きが-5.47と再び速くなり、16ケ月目に最

拍／分と最も少なかった。32、33、34ケ月目と有

高記録280.6秒／㎞に達した。アップヒルのト

意差はなく、直後が最も少い４ケ月間であった。

レーニングを開始したばかりのアスリートが臀部

35ケ月目から再び多くなり、42ケ月目は136.0

に痛みを訴えることでわかるように、脚の後方へ

拍／分であった。それでも５ケ月目と比較すると

の蹴り上げは、上り坂を走るときに特に大切であ

11.4拍／分少なかった。回復においては心拍数の

る４）とされ、筋持久力に加え、さらに、上りを走

測定を開始した５、６、７ケ月目の３ケ月間に有

る筋力として臀部の筋、特に大臀筋の筋力の養成

意差はなかった。直後、回復ともに有意差がない

に９ケ月の期間が必要であることが示唆された。

ことからこの３ケ月間に体調の変化はなかったと
推察された。31ケ月目は直後が最も少なかったが
回復も最も少なく30.8拍／分であった。40、41、
42ケ月の回復は有意な差は認められず、最も回復

表１．回帰直線の期間別傾き
３ヶ月〜
５ヶ月

５ヶ月〜
７ヶ月

12ヶ月〜
16ヶ月

31ヶ月〜
34ヶ月

40ヶ月〜
42ヶ月

16ヶ月〜
42ヶ月

上り

-14.70

-5.75

-5.47

-0.05

1.90

0.73

が多かった３ケ月間であった。５ケ月目と比較す

外周

-10.25

0.95

-0.19

-2.52

0.50

0.08

ると約5.0拍／分多くなり、回復力の向上が認め

下り

-29.10

1.00

-1.46

-1.56

-0.20

0.02

られた。

直後

-0.10

0.54

-1.72

-0.40

-0.23

回復

0.10

-0.50

1.80

-0.20

0.37
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その後は前述したように42ケ月目まで記録は徐々

かし、直後と回復の相関係数は0.86と高く、直後

に遅くなった。その傾きは0.73であった。外周は

が多いと回復も多いことが示唆された。34ケ月目

走り始めて５ケ月目に最高記録に達し、６、７ケ

の直後は128.8拍／分で31、32、33ケ月の直後と

月までその記録を維持した。記録を測り始めた３

有意差はなく、直後が最も少ない４ケ月間であっ

ケ月目から５ケ月目までの傾きは-10.25であり、

た。10ケ月目は下りの記録が外周より速くなり、

上りの傾きより、4.45小さかったが５ケ月目まで

走力が安定した月であったが10ケ月目と34ケ月目

月毎に記録が10.3秒／㎞速くなり、トレーニング

の記録を比較すると上り、外周、下りとも全て有

効果が認められた。７ケ月目から42ケ月目までの

意差はなく、記録的には同じペースで走っていた

傾きは前述したように0.11と小さく、記録の変化

が心拍数を比較すると直後は34ケ月目が25.4拍／

が少なく、安定した走りをしていた。中高年期に

分と有意に少なかった。回復も12.8拍／分と少な

おいて、日常的な運動の実践は身体の機能的向上

かったが34ケ月目の直後と回復の相関は0.81と高

をもたらす３）とされ、ランニングによってトレー

いことから直後が少なくなったことがその要因と

ナビリティーへの働きかけにより、身体的機能の

推察された。持久的トレーニングによるパフォー

向上が認められ、その効果は５ケ月間継続したこ

マンスの向上には毛細血管の増加と酸化系におけ

とが示唆された。逆に言えば、効果が発現するま

る代謝系全般の能力の向上が関与している６）とさ

で５ケ月の期間が必要であった。上りのトレーニ

れ、同じペースで走っているにもかかわらず、直

ング効果の発現と違いが認められた。下りは４ケ

後心拍数が減少したことは呼吸・循環機能の向上

月目から走り始めたが10ケ月目から外周の記録よ

の結果であり、呼吸・循環機能の改善は長い期間

り速くなった。下りコースは平坦なコースより速

を必要とし、トレーニング効果の発現に記録の向

く走ることが一般的である。しかし、下りを速く

上と期間的な違いがあることが示唆された。35ケ

走るには膝を屈曲した状態で体を支える筋力が必

月目から心拍数が多くなり、36ケ月目は外周の記

要であり、屈曲筋の筋力不足や疲労によって推進

録が34ケ月目と比較して4.4秒／㎞有意に遅かっ

力を支える筋力がないと速さを制御しながら走る

たにもかかわらず、直後が135.0拍／分と34ケ月

ことになる。この屈曲筋の養成に７ケ月の期間が

目より6.2拍／分多かった。距離が長くなれば毎

必要であることが示唆された。その後は３、４ケ

分心拍数は多くなり、ペースを維持している７）と

月ごとに記録が遅くなっては元の速さに戻る傾向

され、外周の距離が700ｍ長くなったことがその

を繰り返した。その差はおよそ7.0秒／㎞であっ

要因と推察された。

た。持久的な運動では加齢にともなう速筋線維の
萎縮に対する抑制にはあまり貢献しない ５）とさ

Ⅵ

まとめ

れ、上り、平坦、下りの走りに関与する筋の違い

本研究は42ケ月間の早朝ランニング について

によって記録の向上は期間や傾きに異なる結果を

継続の要因と効果について検討した。継続の要因

もたらした。

は余裕を持ったランニングであり、第一にランニ
ング開始時は記録を測らず距離も固定しないこ

３）心拍数の推移
走行後の心拍数は持久的能力や体調と走行距離

と。第二は記録が向上しても距離を変えないこと。
第三は記録や心拍数を測っても競う資料にしない

や走行速度によって決定される。心拍数を測り始

ことが重要であることが明らかになった。次に、

めた５ケ月目の直後は147.4拍／分と多かったが

ランニングの記録の向上はコースの傾斜によって

記録との相関は外周と-0.34、下りとは-0.38であ

その効果の発現に違いがあった。上りコースは途

り、記録との相関は高くなかった。記録が遅くて

中に５ケ月程向上しない月があったが16ケ月目ま

も心拍数が多くなることがあり、呼吸・循環機能

で記録は向上した。その後は0.73の傾きで遅く

が十分に改善されていないことが推察された。し

なった。外周の平坦コースは５ケ月目まで記録は
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向上し、その後は安定した記録であった。下り

７）中野武彦：中年期の運動処方における縦断的

コースは７ケ月目まで記録が向上したがその後は

研究。九大医短部紀要 21:17-22, 1994.

３、４ケ月ごとに記録が遅くなっては元の記録に
戻る繰り返しであった。その幅は約7.0秒／㎞で
あった。また、呼吸・循環機能の改善は徐々に向
上し、30ケ月以上の期間を要した。
本研究は一人の対象者が実践したランニングの
記録や走後の心拍数に基づき早朝ランニングにつ
いて検討したが余裕のある取り組み、すなわち、
対象者にとって無理のないペースが生涯スポーツ
の実践に重要であることが明らかになった。また、
トレーニング効果が５ケ月間向上したことから、
無理なく、気長に取り組む気持ちで実践し、短期
間で結果を求めないことも大切であることが明ら
かになった。早朝ランニングは早起きしなければ
実践できないし、早起きすれば社会生活における
時間の拘束からも開放され、ランニングが継続で
きた。さらに、42ケ月間怪我も病気もなく継続で
きたことは結果として中年期以後の生活習慣病の
予防が達成されたことになり、価値あることで
あった。測定した記録にこだわって、記録を伸ば
そうとする気持ちが強すぎたり、人と競うことや
記録に挑戦する気持ちを強く持ちすぎると怪我を
することもあり、生涯スポーツが傷害スポーツに
なる可能性がある。本研究がランニングを生涯ス
ポーツとして実践する動機づけの一助になれば幸
いである。
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