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血中乳酸閾値（LT）強度での自転車トレーニングが

　エネルギー基質としての脂質利用に及ぼす影響
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　運動中に動員される主要なエネルギー基質は糖質と

脂質である．エネルギー代謝と機械的仕事量について

の研究は数多く成されており（進藤，1973a），

Atwater　and　Benedict（1903）は，安静時と作業

中の放出熱量と呼吸代謝を同時に測定することのでき

る呼吸熱量計を作製し，人体においてエネルギー保存

の法則が成立することを証明した．また，熱量計を用

いて測定した・（直接熱量測定法）人体の放出エネルギー

と，呼吸代謝によって測定した熱量（間接熱量測定法）

とに差がないことを証明している．間接法より，消費

したエネルギー基質の量と熱当量から体内で産生され

た化学自由エネルギー量が計算できる（Consolazio

eむαZ．，1963）．さらに，運動中の生理的定常状態で

動員される糖質と脂質の割合を，酸素摂取量（VO2）

と二酸化炭素排出量（VCO2）との比（RQ）から推

定することができる（Frayn　K．N．，1983）．
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20 音成道彦　ら

　一過性の運動負荷試験中，動員される脂質と糖質の

割合は，低強度では脂質の割合が多く，負荷が強まる

につれて糖質に移行する（Astrand　and　Rodah1，

1970）．さらに，持久的な運動トレーニング前後に実

施した同一仕事率での運動中のRQは，減少するこ

とが報告されている（H：enriksson，1977；Sia1ε孟

α置．，1998；FriedlanderααZ．，1999；Dorienα

αZ。，2001）．これらのトレーニングは，有酸素性作業

能力の指標である最大酸素摂取量（VO2max）の40

から90％と幅広い範囲で行われている．

　進藤ら（1973b）は，90％VO2max強度で15分間，

週3回の自転車トレーニングで，有酸素性作業能に変

化が認められなかったと報告している．また，50％

VO2max強度で60分間，週3回の自転車トレーニン

グで，有酸素性作業能に有意な増加を認めている（進

藤ら，1974；1975；1976）．さらに，血中乳酸閾値

（Lactate　Threshold　l以下，LT）強度のトレーニ

ングで，50％VO2maxと同様の効果を認めている

（進藤ら，1981；吉田ら，1982，1984）．LTは，ペダ

ル回転数を規定し，トルクを一定量漸増する運動負荷

試験中に採血を行い，血中乳酸濃度を測定することで

求めることができる（lvyα配．，1980）．このLT

は，代謝調節ホルモンであるカテコラミンの閾値と差

がないことから（Deborahθ‘αZ．，1991），LTを境

に運動中に動員される主なエネルギー基質は脂質から

糖質へと移行すると考えられる。

　そこで本研究は，LT強度でのトレーニングが脂質

代謝能力に及ぼす影響を，全身の酸素利用系の指標で

あるRQから検討した．

　なお，本研究の一部は，平成14－16年度文部科学省

科学研究費補助金（14380021）によって行われた．

方 法

　被検者は，20歳から41歳までの成人男性8名（年齢

26±7歳，体重62。2±2．4kg）で，定期的な運動を行っ

ているものはいなかった．事前に，個人ごとに測定の

目的と測定内容，及び，測定に伴う危険について十分

な説明を行い，署名によるインフォームドコンセント

を得た．本研究は，福岡大学医倫理委員会による承認

を得た．

　6週間のLTトレーニング前後に直接法によるVO2

max，体脂肪率を測定し比較した．全ての測定は，

12時間の絶食後，早朝空腹状態で実施した．

　最大漸増運動負荷試験

　被検者の有酸素性作業能力を測定するために，電

磁ブレーキ式自転車エルゴメーター（Lode社製，

Excalibur，Netherlands）を用いて，ペダル回転

数を1分間に50回転（1回転で荷重部が6m移動する）

に規定し，初期負荷10ワットで4分間のウォーミング

アップの後に，4秒ごとに仕事率を1ワットずつ漸増

して，規定の回転数が維持できなくなるまで運動を継

続するランプ式最大漸増運動負荷試験を実施した．運

動中1分毎に心拍数（HR），血中乳酸濃度（以下，

LA），vO2，VCO2，RQ，Borgの主観的運動強度
の聴取を行った．

　VO2max発現の診断基準は，1）仕事率の増加に

対して酸素摂取量が増加しないLeveling　off（頭打

ち状態）に達している，2）最大LAが8mmo1・L－1

以上に達している，3）RQの値が＞1．15に達してい

る，4）年齢より推定した最大心拍数（HR　max＝

220一年齢（歳））に達していること，の4項目であり，

そのうち3項目以上を満たすものを採用した
（American　College　of　Sports　Medicine．2001）．

全ての被検者で，VO2maxの発現が確認された．

　固定運動負荷試験

　LT強度の仕事率で60分間の固定運動負荷試験を，

トレーニング期間前後にそれぞれのLT（Pre－LTw，

Post－LTw）で，さらにトレーニング期間後にトレー

ニング前のLT強度（Post、b、一LTw〉で，計3回実施

した．固定運動負荷試験中10分毎に心拍数，LA，

vO2，vCo2，RQ，Borgの主観的運動強度を聴取し
た．

　なお，固定運動負荷試験前日は規定食（1日当たり

1950kca1，タンパク質，脂肪，炭水化物の比，すな

わちPFC比はそれぞれ16．6％，21。5％，61．9％）と

し，運動負荷試験12時間前からは水以外は摂取しない

ように指示した．

　身体組成

　水中体重秤量法を用いて，水中体重秤量時の残気量

を純酸素再呼吸法で測定し，腸内ガスを100mLとし

て補正して身体密度（D）を求めた．Brozec　eむαZ．

（1951）の式を用いて体脂肪率を算出した．

％fat＝（4．570／D－4．142）×100

　トレーニング

　トレーニングは，自転車エルゴメーターを用い，

LTに相当する仕事率でペダル回転速度を1分当たり

50回転に規定して行った．トレーニング時間および頻

度は，1回60分間，週あたり5回，6週問（計30回）

実施した．トレーニング15回終了後，最大下ランプ式
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漸増運動負荷試験を実施し，LTに相当する仕事率を

決定してトレーニングの運動強度を修正した．

　呼気ガス分析

　運動負荷試験中の1分間ごとの呼気ガスは，ダグラ

スバック法を用いて採取し，双胴式レスピロメーター

（Fukuda　Irika社製，CR－20）を用いて呼気ガス量

（VE）を，さらに，ガス分析器（Arco　System社製，

Arco－1000，千葉）を用いて呼気酸素濃度（FEO2）

と呼気二酸化炭素濃度（FECO2）を測定し，VO2，

vco2，RQを算出した．ガス分析器は，各測定の直

前に標準ガスを用いて較正した．

　血中乳酸分析及びLTの決定

　安静時及びウォーミングアップ終了後，30秒もしく

は60秒ごとに耳朶より20μLの採血を行った．更に，

運動終了3分後と5分後に採血を行った．採血直後

に，溶血剤と希釈液の入ったスピッッに血液を投入

し，十分に撹枠した後に，固定化酵素法（EFK社製

BIOSEN5040，Germany）を用いてLA濃度を測定
した．LTに相当する仕事率の判定は，独立変数に漸

増運動負荷試験中の仕事率（W）を，従属変数にその

ときのLA濃度をプロットしたグラフより5名の熟

練者が目視でLTを決定し，最高値と最低値を除いた

3名の平均値をLTとして採用した．

　計算方法

　総エネルギー消費量と総脂質燃焼量

　LTwに相当する固定運動負荷試験中のRQは，30

分目から60分目までの4点の平均値を採用し，Weir

の式（1949）より運動中の総エネルギー消費量

（TEE）を算出した．

TEE（kca1・min－1）＝3．9×ウ02十1．1Vco2

　総脂質燃焼量（TFO；g・min－1）は，Fraynの

式（1983）を用いて算出した．

TFOニ1．67×VO2－1．67×VCO2－1．92n

　運動中のタンパク質排出量（n）は，135μg・kg－1・

min－1とした（CarraroθεαZ．，1990）．このタンパ

ク質排出量の推定値には，30％の誤差が含まれるが，

算出した運動中の脂質と糖質の酸化量には影響しない

（Romijn　e孟αZ．，1993）．脂質1gあたりの熱産生量

を9．5kca1として，脂質によるエネルギー産生量を算

出した（Friedlander　e古αZ．，1999）．脂肪酸（FA）

酸化量（μmo1・kg－1・min－1）は，トリグリセリド

（TG）1分子にFAが3分子含まれることから，平均

的なTGの分子当量860g・mol－1（Frayn，1983）

を3倍して算出した．

　統計処理

　解析結果は全て平均値と標準偏差で示した．トレー

ニング前後のLTに相当する仕事率（watts），及び，

固定運動負荷試験中のHR，VO2，LA，RQの平均

値の差の検定にはWilcoxonの符号順位検定を用い

た．固定運動負荷試験中のvO2，LA，RQの経時的

変化の比較には，繰り返しのある二元配置の分散分析

（Two　way　repeated　ANOVA）を行い，有意な差

が認められた場合は，FisherのPLSD法を用いて多

重比較検定（post　hoc　test）を行った．全ての統計

解析はStat　View（version5．0．1，SAS　Institute，

Cary，NC。，U。S．A）を用い，いずれの検定も有意

水準は5％に設定し，10％を傾向ありとした．

士
判糸 果

　被検者の身体特性

　6週間の自転車エルゴメーターを用いたLT強度ト

レーニング前後の被検者特性の比較をTable1に示

した．被検者の体重，体脂肪率，VO2maxに有意な

変化は認められなかった．単位体重当たりVO2max

は47．9±7．1mL・kg『1・min－1から49．0±6。1mL・

kg－1・min『1へと2．5％の有意な増加が認められた

（p＜0．05）．LTに相当する仕事率は102±18wattsか

ら131±21wattsへと，28．9±13．9％の有意な増加を

示した（p＜0．05）．トレーニング前と比較してトレー

ニング後で，最大仕事率は6．1±3．2％の有意な増加

（245±26wattsから261±31watts）が認められた（p

＜0．05）が，HR　maxとLA　maxは差が認められ

なかった．

　固定運動負荷試験中の時間経過的変化

　固定運動負荷試験中の単位体重当たりVO2は，

pre－LTwに対して，Post－LTwでは有意な増加が認

められたが（p＜0．05），Post。bs－LTwでは変化が認め

られなかった（Fig．1－A）．RQは，Pre－LTwに対

して，Post－LTwは差がなく，Post、b、一LTwでは有意

な低下が認められた（p＜o．05）（Fig．1－B）．LAは，

postabs－LTwとpre－LTw，post－LTwのそれぞれの関

係において有意な変化が認められたが（いずれもp〈

0．05），pre－LTwとpost－LTwとの間には有意な差は

認められなかった（Fig．1－c）．

　LT強度での固定運動負荷試験における30分目から

60分目までのHR，vO2，RQの平均値のトレーニン

グ前後の比較をTable2に示した．トレーニング前

後の平均値の比較をしたところ，LTに相当する仕事
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Table 1. Subject characteristics bef ore and after the intervention period. 

bef ore training after training dif f erence (o/o) 

Age, yr 
Height, cm 
Weight, kg 
Body fat, o/o 

fat mass, kg 
F.FM, kg 
V02 max, mL ･ min~l 
~. 02 max/wt, mL ' kg~1 

W max, watts 
HR max, beat ･ min~l 
LA max, mmol ･ L~l 

min~l 

26~7 
169.8~2.6 
62.17~2.39 

10.72~4.30 

6.72~2.90 
55.45~2.19 

2977.2~450.2 

47.9~7.1 

245~26 
192+_10 

12.31~1.61 

61.83~2.39 

9.83~4.51 

6.13~2.94 

55.70~2.39 

3026.5~391.5 
49.0:~6.1* 

261 ~ 31 * 

191 ~ 6 

12.22~1.94 

- O. 54 ~ I .52 

-7.90~22.04 
-8.35~22.23 
0.46~2.24 

2.0~3.4 

2.5~3.4 
6.1~3.2 

-0.3~5.3 
-0.40~12.82 

Yalues are means~SD (n=8 subjects). FFM, fat free mass; ~02max, maximal oxygen 

W max, maximal workload; HR max, maximal heart rate; LA max, maximal blood 
concentration. *Significantly different from before intervention (p<0.05). 
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different from before intervention (p<0.05). t Significantly different 

from after intervention (p<0.05). 
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Table 2. Cardiorespiratory and metabolic factors 
and after the intervention period. 

during f ixed workload exercise bef ore 

Pre-LTw PoStabs-LT w Post-LT~ 

Workload, watts 
H. R, beat ' min~l 

V. 02, mL ' min~1 

VQ2/wt, mL ' kg~1 

oloV02 max 
LA, mmol ' L~1 

RQ 

min~1 

102~18 
138 +_ 16 

1582 . 4 ~ 188 . 4 

25.4d:2.52 

53.9~8.6 
1.9~1.22 

0.90~0.03 

･102 ~ 18 

125~13t 
1540.4~213.0t 

24.7~3.3t 

51.1~5.5 
1.1~0.2t 

0.84~0.03* t 

131~21* 
152 ~ 19 

1896.5~318.0* 

30.7~4.90* 

62.9~8.9* 

2.6~1.10 
0.89~0.05 

Values are means~SD (n=8 subjects). HR, heart rate; V02, oxygen uptake; LA, 
lactate concentration; RQ, respiratory quotient. *Significantly different from before 
vention (p<0.05). tSignificantly different from after intervention (p<0.05). 

blood 
inter-

~ 
FS 

~~ 
~H 
O 
Q)bJD 

C:l 

+) 
;~ 

~ 

100010 

80010 

600lo 

40alo 

20alo 

Oolo 

A *t 

LS~ 

Pre-LTw Post abS~LT Post LTW w 

c 

- 10 
$~ 

.~ 9 
~c~ 

<~8 
~::l 

~:~ 

E~ 7 

6 

Fig. 

F1 

O ~S* 
C:l 

~1 
~:o 

i~F~ 

1800 

~ -
$:~ 

'~ 1500 
~ 

bJD 
~,: 1200 

~ O ~:L 900 

~ 
600 

* 

Pre-LTw Post abs~LTW POSt-LTW Pre-LTw Post abs~LTW POSt-LTW 

2. Effect of training on the proportion of substrate utilized (A), total energy expen-

diture (TEE ; B) and free fatty acid oxidation (FA ; O during 60 min of exercise 

(n=8). Values are mean~SEM. Pre-LT+, the workload of LT before the training; 
post-LT~, the workload of LT after the training; post*b=-LT~, the workload of pre-
LT again in the post-training; period. *Significantly different from before inter-
vention (p<0.05). tSignificantly different from after intervention (p<0.05). 
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率での運動中のVO2がVO2maxに占める割合
（％VO2max－LT）は17．6±14．9％（53．9±8．6％から

62．9±8．9％へ），有意な増加が認められた（p＜0．05）．

VO2ならびに体重あたりVO2はPre－LTwに対して，

Post－LTwとPostabs－LTwとの間に有意な差が認めら

れたが（p＜0．05），Pre－LTwとPost－LTwの間には

差が認められなかった．LAは，Pre－LTwとPost－

LTwの間には差が認められず，Post、b、一LTwとPost－

LTwとの間に有意な差が認められた（P＜0．05）．RQ

は，Pre・LTwとPost－LTwの間には差が認められず，

Post、b、一LTwでは両者との間に有意な低下が認められ

た（p＜0．05）．

　脂質代謝の比較

　固定運動負荷試験中に動員されるエネルギー基質に

占める脂質の割合は，Pre－LTwとPost－LTwの間に

は差が認められず，Post。b、一LTwでは両者との間に有

意な増加が認められた（p＜o．05）（Fig．2－A）．運動

中の総エネルギー消費量は，Post－LTwがPre－LTw，

Post。b、一LTwの両者よりも有意に高値を示した（p

＜0．05）（Fig．2－B）．運動中のFA　oxidation量は，

Pre－LTwとPost－LTwの間には差が認められず，

Post、bs－LTwではPre－LTwとの間に有意な増加が認

められた（p＜0．05）（Fig．2－C）．

　　　　　　考　　　　察

　固定運動負荷試験中のVO2

　6週間のLTトレーニングで，LTに相当する仕事

率（LTw）が29％増加した．LTwの増加に伴い，固

定運動負荷試験中のPre－LTwとPost－LTwとの経時

変化の比較では，VO2に有意な増加が認められ，LA，

RQに差は認められなかった．進藤ら（1980）は，

898名の被検者を対象として，VO2と仕事率（W）と

の関係を調べたところ，両変数の間には非常に高い相

関関係（rニ0．980）を認めている．したがって，トレー

ニング後のVO2の増加は，Wの増加によるものと考

えられる．wの増加にもかかわらず，LA，RQに差

が認められていないことから，トレーニングによって

骨格筋の酸化能力が高まったものと考えられる．

Post、b、一LTwでの固定負荷試験では，Pre－LTwと比

較してVO2に差が認められず，LA，RQに有意な低

下が認められた．CarterθεαZ（2001）は，8名の成

人男性（平均年齢22歳）を対象として，60％VO2

max強度で7週間の運動トレーニングを実施し，ト

レーニング前後に同一運動強度（トレーニング前の60

％VO2max強度）で90分間の固定運動負荷試験を行っ

た結果，トレーニング前に対してトレーニング後の

VO2は，60分目までは差が認められなかったが，75

分目と90分目では有意な低下を認めている．さらに，

RQでは，トレーニング後に有意な低下を認めている．

これらの結果は，60分間の固定運動負荷試験である本

研究の結果と一致する．

　固定運動負荷試験中の脂質代謝

　トレーニング前後で同一運動強度での，脂質の燃焼

比率は68％，FA酸化量は60％増加した．ところが，

運動負荷試験中のVO2がVO2maxに占める割合

（％VO2max－LT）は，54％VO2maxから51％
VO2maxへと一4％の変化に止まっている．すなわ

ち，これらは相対的運動強度が同一であるにもかかわ

らず，脂質酸化量が増加していることから，主働筋で

の脂質酸化能力が充進した結果，糖質の利用が抑制さ

れたことを示唆するものと考えられる．

要 約

　本研究は，LT強度でのトレーニングが脂質代謝能

力に及ぼす影響を，全身の酸素利用系の指標である

RQから検討した．成人男性8名を対象として，60分

問のLTトレーニングを6週間実施した．トレーニン

グ前のLT強度（Pre－LTw）とトーレーニング後のLT

強度（Post－LTw），ならびにトレーニング後にトレー

ニング前のLT強度（Post、b、．LTw）一の計3回の60

分間固定運動負荷試験を実施した．LTに相当する仕

事率は，トレーニング前後で，102±18wattsから

131±21wattsへと有意に増加した（ρ＜0．05）．固定

運動負荷試験中の30分目から60分目までの平均VO2

は，Pre－LTw（1582．4±188．4mL・min－1）に対し

て，Post－LTw（1896．5±318．OmL・min－1）では

19．8±14．1％の有意な増加が認められたが（ρ＜0．05），

post、b、一LTw（1540．4±213．OmL・min－1）では変化

が認められなかった．平均RQは，Pre・LTwでは
0．90±0．σ3に対して，Post－LTwは差がなく，Post、br

LTwでは有意な低下が認められた』（post；0．90±

0．05，Postabs；0．84±0．03，p＜0．05）．LT強度の自

転車エルゴメーターを用いたトレ㌣ニングは，トレー

ニング前後で同一運動強度での運動中の脂質の燃焼比

’率を68％，FFA酸化量を60％増加した．これらの結

果から，同一運動強度でのRQの低下は，主働筋で

の脂質酸化能力が充進した結果，糖質の利用が抑制さ

れたことを示唆するものと考えられる．
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Summa：ry

　The　effects　of　exercise　training　at　the　lactate　threshold（LT）on　fat　oxidation　in　whole

body　were　investigated。The8healthy　men　trained　on　cycle　ergometer　for6－weeks（60

min，5times　per　week）．They　performed　the　fixed　intensity　exercise　test　at　the　work－

10ad　of　LT　before　the　training（pre。LT），after　the　training（post　LT）in　each　perio（1，and

at　the　workload　of　pre－LT（post　abs－LT）again　in　the　post－training　period．The　work－

10ad　at　LT　before　training　was102十／一18watts，and　increased　to131十／一21watts　after

training（p＜．05）．During　the　fixed　intensity　exercise　test，the　mean　of　oxygen　uptake

from307to60’at　pre－LT　before　training　was1583．2十／一203．5m1／kg／min　and1541．97

十／一230．1at　post　abs－LT　an（l　increase（l　to1893．1十／一343．4at　post　LT　（p＜．05）．　The

mean　of　RQ　at　pre－LT　was　O．90十／一〇．03and　decreased　to　O．84十／一〇．03at　post　abs－LT

（p＜．05），and　did　not　change　at　post　LT．During　the　exercise　at　same　workload，the

exercise　training　at　LT　increase（l　the　percentage　of　fat　in　total　energy　expenditure　to

68％and　the　amount　of　FA　oxidation　to60％．From　these　reきults，the　decreases　in

RQ　at　the　same　intensity　exercise　suggest　that　advanced　capaじity　of　fat　oxi（1ation　in

skeletal　muscle　lead　to　inhibit　glucose　utilization．


