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Effects of Forced and Voluntary Exercise on the 

Foreleg and Hindlimb Skeletal Muscles of Rats 

Noboru HOTT A, Toshihiro ISHIKO*, Hisashi NAITO** 

and Masami FUJISAWA* 

Summary 

This study was carried out lo clarify the effects of forcrd (treadmill rurrnirrg, swimming) 

training and voluntary (voluntary runing) exercise training on the foreleg and hincllimb 

skeletal muscles of rats. Methods of forced exercise training used in this study were tread-

mill running and swimming with weights on the tail of rats. Voluntary running on running 

wheel was used as voluntary execise training. 

The results obtained were summarized as follows: 

1. Muscle fiber area of both foreleg (M. biceps brachii and M. extensor carpi radialis 

longus) a叫 hincllimb (l¥t soleus, M. plantaris and M, extensor digitorum longus) were signi 

ficantly greater after treadmill running training 

2. Forced swimming training caused hypertrophy of foreleg muscles of rats 

3, Voluntary exercise training could not cause significantly hypertrophy o「bothfore-

leg and hindlimb muscles. 

4, Glycogen content in treadmill running group was significantly increased in hincllimb 

muscles, whill that in swimming training group was significantly increased in foreleg muscles. 

Glyco只encontent of hindlimb muscles in voluntary exercise group had a tendency to increase 

with total running distance. 

Those results of this study suggested that forced running training on treadmill was cffcc-

tive on forele只andhindlimb muscles of rats, while forced swimming training was only effec-

tive on foreleg muscles, and that voluntary exercise training could not cause to effect on any 

muscles of rats due to individual difference in running distance 

(Journal of Health Science, Kyushu University, 12: 113-149, 1990) 

緒 戸

げっ伯動物の骨格筋に対するトレーニング効果につ

いては，これまで様々な見地から報告がなされている

316161。骨格筋に対するトレーニング効果は，組織化学

的染色法の発達に伴い，筋線維レベルにおける検討が

なされるようになってさた l!Jl。また，生化学的な見地

からは，筋の酵素1』性「：や某質＇に対するトレーニン
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144 健康科学

グ効果も報告きれている。

これまで，実験動物に対する持久的トレーニングは，

強制連動あるいは自発運動が用いられてきた。前者の

運動は， トレッドミルによるランニングかあるいは水

泳連動である。 トレ｝ドミルを用いたランニングでは，

後肢0)骨格筋に筋肥大が牛ずるが，水泳トレーニング

では筋肥大が生じないことが報告されている 131。これ

は， ランニングと水泳では運動様式が異なるために，

そのトレーニング効果が前肢およぴ後肢で異なること

が原因ではないかと思われる。

また， トレッドミルを用いた強制的走運動とランニ

ング Wheel付きケージを用いた自発的走運動では，

同様な連動様式ではあるがトレーニング効果が異なる

ことが報告されている「JIo 

そこで，本研究は従来からよく用いられている）、レ

J ドミル走と水泳の 2種類の強制的運動によるトレー

ニングとランニング Wheelによる自発的運動 l、レー

ニングがラ J 卜の前肢および後肢に及ぽすトレーニン

グ効果を比較するために行なった。

研究方法

1. 動物の世話とトレーニング方法

本研究は， 9週齢の雌の Fischer系のラット (n=

25) を用いた。ラットには市販の飼料 (CRF1)およ

び水を口由に摂取させた。また飼育室の照明は，認時

間ごとに明賠をコントロールし，温室および湿炭は一

定条件下 (2公.0士0.5℃および55土 5%)で飼育した。

1週間の予備剣官の後， これらのラットを無作為に強

制運動群に分類された12匹のラ J 卜は， さらにトレ J

ドミルランニング群および水泳群にそれぞれ 6匹ずつ

分けられた。また，残りは自発走運動群 (n=7)およ

び対照群 (11=6) とした。

強制運動群であるトレッドミルランニング群は，げ

っ歯動物用トレ J ドミルを用いて，上り勾配 8度にて

ランニングを毎分30mのスピードで60分間行なった u

もう •方の強制運動群である水泳群は，水温32-34℃

の水槽内で60分間泳いだ。水泳トレーニング関始 3週

目より， ラノトの尾部に体重の 5-8%に相当する璽

りを付けて60分間トレーニングを行なった。これらの

両強制連動は週 5日， 8週間にわたり 1日のはぱ同

時刻に行なった。

自発走連動群は，ケージに 1周 1m, 1J1苗11cmの回転

市輪 (Runningwheel)が取り付けられたケージ内で

飼育された。このケージ内で飼育されたラ J 卜は固定

ケージと回転車輪の間を自由に移飢することができ，

第12巻

Wheelを回転させる活動を自発走とみなし，この

Wheelの回転数を毎日同一時刻に記録して走行距離

(m) を算出した。また，これらのトレーニング詳に

対して，同週齢 (18週齢）の運動を行なわない対照詳

を設けた。

2. 筋サンプルの採取方法

最終トレーニング終了から24時間経過した後に両強

制運動罪自発走群および対照群のラットの腹腔内に

ペントバルミタールナトリウム（体重100g当たり 3

-4 mg) を注入し，麻酔した後に解剖した。被験筋は

前肢の筋として上腕二腕筋およひ長悦側手根伸筋，後

肢の筋としてヒラメ筋，足底筋および長趾仲筋であっ

た。各筋サンプルは，採取後直ちに秤景した後， ドラ

イアイスで冷却したアセトン内て瞬間凍結した。これ

らのサンプルは，紐織化学的および生化学的分析まで

-80℃で凍結保存した。

3. 組織化学的および生化学的分析方法

組織化学的分析は，筋サンプルをー20℃のクリオス

タノト (Damon社製）内て筋線維の方向を確認し，

包埋剤で固定した後に1亨さ sμmの連続凍結切片を作

成した。その後， :,;JyosinATP,, 気~ 染色J.JIおよびコハク

酸脱水素酵素 (SDH)染色＇＂を行なっナシ染色結呆か

ら Peter ら 17)の 分 類 に 従 い 筋 線 維 を fasttwitch 

glycolytic (FG), fast twitch oxiclative-glycolytic (FOG) 

および slowtwitch oxidative (SO)線維に分頻した。

筋線維は各筋線維別に Zeissの IBS-1システムを用い

て計測したり

また，生化学的分析には，アントロン法101を用いて，

前肢および後肢の骨格筋のグリコーゲン凪およひ肝グ

リコーゲン凪を測定した。

4. 統計処理

統計処理は各トレーニング群とも対照群との間で文寸

I心のない Studentの tテストを用いて行なった。統計

的な有意水準は危険率が 5%以下 (p<0.05)のものを

採用した。

研究結果

,. 体重および相対的筋重量

トレーニング終了後の両強制運動群，白発走群およ

び対照群の体虚を図］に示した。 8週間のトレーニン

グ後， トレノドミル群，水泳群および自発走群の体重

はそれぞれ186士4g , 189±3 gおよびlYO士4gで

あった。また，対照群のラットの休重は202土 8gで

あり， 3つの運動群よりそれそれ0.1%水準で有應に

重かった。
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Fig. 1 Change in body weight after 8 weeks endur-
ance training. 
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Fig. 2 Relative muscle weight of three traimng 

groups and control group. 
*p<0.05, **p<0.01. ***p<0.001 

手根伸筋ともトレッドミルおよぴ水泳の両強制運動群

が対照群よりも有意に大きく，特に長椀側手根伸筋に

ついては水泳群が最も大きな値を示した。自発走群は，

上腕二頭筋および長撓側手根伸筋とも対照群の値とほ

ぼ等しかった。

2. 自発走運動群の総走行距離

8週間の自発走運動群の総走行距離は，平均566.9

士20.4kmであった。しかし，走行距離には個体差が見

られ，範囲は371.0kmから836.5kmに及んだ。

3. 筋線維組成

トレーニングに伴う骨格筋の筋線維組成の変化を図

3に示した。

後肢のヒラメ筋およぴ長趾伸筋についてはトレッド

ミル走，水泳および自発走運動群ともトレーニングに

伴う変化は認められなかった。しかし，足底筋におい

てはトレッドミル走群が対照群より有意に FOG線維

の割合が多くなった。

一方，前肢については上腕二頭筋において水泳群の

FOG線維の割合が対照群にくらべ有意に多く，反対

にSO線維の占める割合が少なくなった。また，長椀

Hlndlimb 

Treadmill run 
Swimming 
Voluntary run 
Control 

Muscle fiber composition髯

0 50 100 

Sol•us 

Plantar/a 

Foreleg EOL 

体重に対する前肢および後肢の相対的筋重量を図 2

に示した。ヒラメ筋の相対的筋重量はトレッドミル走

群が対照群より有意に大きく，さらにトレッドミル走

群は水泳群とも有意差が認められた。足底筋について

もトレッドミル走群が対照群およぴ水泳群より有意に

大きい値であった。また，長趾伸筋も同様にトレッド

ミル走群が対照群よりも有意に大きい値であった。

一方，前肢の筋については上腕二頭筋および長撓側

Blct1ps /Jrach/1 

Treadmill run 
Swimming 
Voluntary run 
Control 

ECRL 

Fig. 3 Muscle fiber composition in hindlimb and fore-
leg skeletal muscles in three training groups 
and control group. 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Fig. 4 Muscle fiber area in hmdlimb and foreleg 
skeletal muscles after 8 weeks endurance 
training, 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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側手根伸筋においても水泳群においてのみ対照群にく

らべ FG線維の割合が少なく， FOG線維の占める割

合が有意に多くなった。

4. 筋線維面積

前肢および後肢の FG,FOGおよび SO線維の筋線

維面積を図 4に示した。長趾伸筋の FGおよび SO線

維を除き，すべての後肢においてトレッドミル走群が

対照群より有意に大きな筋線維面積を示し， さらに水

泳群とも有意な差がみられた。一方， 自発走運動群は

水泳群よりやや大きい筋線維面積であったが，水泳群

と対照群との間では統計的な有忌差は認められなかっ

た。

上腕二頭筋では， FOG,SO線維とも水泳群が最も

肥大し，次いでトレッドミル走群となり， ともに対照

群とは有意な差であった。特に，水泳群の FOG線維

は他のすべての群にくらべ著しく肥大した。また，長

椀側手根伸筋は， FOGおよび SO線維とも水泳， ト

レJ ドミル走群が対照群より有意に大きな筋線維面積

であった。また，前肢の筋は，自発走運動群と対照群

で筋線維面積はほぼ等しかった。

5. 筋および肝グリコーゲン量

前肢，後肢および肝臓のグリコーゲン拡を表 1に示

した。

ヒラメ筋については． トレッドミル走群の値が対照

群にくらべ有意に高い値を示した。また，足底筋にお

いてはトレ J ドミル走群のグリコーゲン量が著しく高

く，すべての他の群より有意に大きい値であった。ま

た，長趾伸筋についてもトレ；ドミル走群が対照群よ

り有意に大きい値を示した。

Table 1. Muscle and liver glycogen contents of three training groups 
and control group (mg/wet weight・g) 

M soleus M. plantans EDL M.biceps brachi1 ECRL 

Forced exercise 

Treadmill 6 .12 7 .05- 6.22 5.05 

土0.99 土1. 土0.25 士0.47 土0.63

Swimming 5 .18 7. 6.51 

6.44 >
5.27 。48 3l --・I＊I ＊ 

土 0.8~ 士0. * 士0.51 士0.3 ＊ 
士0.3

J 
Voluntary exercise 

Running 5. 39 7. 6.76 5.9 4.7 

土1.06 ±1. 士0.92 士0.5 士0.3

Control 4.64' 7. 6.23 5.7 4.7 

土0.84 土0.82 土0.44 土0.39 士0.28

Values are means士SD.EDL: M. extensor digitorum longus, ECRL: M. extensor carpi radialis longus 
*p<0.05, **p<0.01. ***p<0.001 

Liver 

62.67 

土4.69

61.91 

士3.10

61.17 

士5.90

59.35 

士3.79
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考察

IOr So/Bus 

［口［三
本研究で用いた 2柿類の強制連動および自発運動は，

従来から持久的］、レーニングの方法としてよく用いら

れているものであった S)20J21)。 トレッドミル走トレー

ニングにおける持続時間およびスピードは， Richeler,

R.A. ら18)が用いているものよりも強く，他の研究者が

用いているものとほほ同様であった 16)20)。また，水泳

トレーニングの時間および尾部につけた重量も従来か

ら用いられているものよりも強いものであった5)22)0 

8週間のトレーニング後， 3つのトレーニング群と

も対照群にくらべて1本重が有慈に軽かった。 Crews

ら •II は， ラットに持久的トレーニングを行なわせると

体重の増加が抑制されると報古している。その原囚と

して，彼らは飼料摂取の低下およびエネルギー消費量

の増加をあげている。本研究では摂収した飼料の測定

は行なっていないが上述しt、?~-つの強制運動群の運

動強度が高いことおよび自発走連動の走行距離からみ

て， 3つのトレーニング群の体重増加が抑制された原

囚はエネルギー消費量の増加によるものと思われる。

筋線維構成は，後肢のヒラメ筋および長趾伸筋では

トレーニングによる変化はみられなかった。しかし，

足底筋においてはトレ J ドミル走群の FG線維が低下

し，反対に FOG線維の割合が増加した。これは FT

線維のサブグループである FG線維が FOG線維へ移

一方，前肢の筋では後肢とは異なり，上腕口頭筋で 行したことを示すものであり， Andersen,P. とJ

は水泳群が最も高い値を示し，対照群と有漁差が認め Henrikss01利が述べているように持久的トレーニング

られた。また，長椀側手根伸筋においても水泳群が叢 に対する適応のひとつであると思われる。また，前肢

も高く， 自発走群および対照群と有應な差であった。 の筋においてはトレソドミルおよび自発走群では変化

肛グリコーゲン景については，グルーブ間で有意差 はみられなかったが，水泳群では FOG線維の割合が

はみられなかった。 有意に高くなった。

6. 自発走走行距離と筋および肝グリコーゲン量 筋線維面精については，ピラメ筋の FG.FOGおよ

自発走運動は走行距離に個休菜があることが示され び SO線維すぺてについてトレッドミル走群が対照群

ているが凡本実験においても 8週間の総走行距離は， および水泳群に対して，有意な肥大を示した。足底筋

約300kmから900kmと3倍の芹がみられた。このように および長趾伸筋についてもヒラメ筋と lnJ様にどの筋線

異なる走行距離が前肢，後肢および肝臓のグリコーゲ 維ともトレッドミル走群が最も大きな肥大を示した。

ン景に及ほすトレーニング効果を比較するため総走行 プ方，前肢の上腕二頭筋および長悦側手根伸筋は

距離とグリコーゲン景との関係を図 5に示した。 FOGおよび SO線維において，水泳群が最も大きな

後肢の筋においては，すべて総走行距離と筋グリ 値をホし，次いでトレ J ドミル走群が大きかった。

コーゲン罰との間に有意な正の相関関係が認められた。 Gillespieら81は， 2種類の強度の異なるトレッドミ

一方，前肢の筋については 8週間の総走行距離と筋グ ルトレーニングを行なわせ骨格筋の酵素活性を調べた。

リコーゲン犀との間には有意な関係はみられなかった。 彼らは低強度な持久的トレーニングでは SOおよび

また，肝グリコーゲン景については後肢の筋ク｀リ FOG線維の酸素消費誠が増し，筋の酸化能力が高ま

コーゲン塁と同様に総走行距離と有磨、な正の相関 ることを示した。したがって，低弛度な持久的トレー

(r =0.85, p<0.05)が得られた。 ニングでは，主に SOおよひ FOG線維が動員されて

10, 
Blct1ps brachll 

: o : 戸,<0豆.00~-

8~ 

6← 
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.... ． .. ・・-
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Fig. 5 Relalionship between total running distance 
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いるとした。前肢において，水泳およびトレッドミル

走詳の SOおよび FOG線維に肥大がみられたことは，

この両線維が運動中に動員されていたことを示すもの

と思われる。一方，後肢では 3つのタイプの筋線維す

べてにおいてトレッドミル走群が有意に肥人しており，

トレッドミルランニングは 3種類の筋線維すべてが動

員される高強度なトレーニングであったことを示して

いる。

本実験で測定した対照群の筋グリコーゲン量の値は，

これまで運動を行なっていないラットのグリコーゲン

の値とほほ等しかった。 Gollnick,P.Dら9)は， ヒトを

用いて持久的トレーニングを行なわせたところトレー

ニング前後で脚のグリコーゲン量が2.5倍高まったと

報告している。したがって， 4寺久的 1、レーニングは運

動で用いた筋のグリコーゲン量を増加させることを示

した。本研究では後肢のヒラメ筋，足底筋および長趾

伸筋では， 3つのトレーニング群ともすべて対照群よ

り筋グリコーゲン量は高かった。特に， トレ／ドミル

走群の筋グリコーゲン量は 3種類の筋において最も高

く，次いで自発走群であった。前肢においても 3つの

トレーニング群の筋グリコーゲン量は対照群より島い

値であった。特に，水泳群の筋グリコーゲン量が殻も

闊く，対照群との間で有意箆がみられた。

Arms.trong, R.B. と Laughlin,M.H."は， ラ、J 卜の水

泳連動中に筋血流呈および筋グリコーゲン量をアイソ

トープを用いて，後肢のヒラメ筋が使われているのか

どうかを調べた。その結果，水泳中のヒラメ筋の血流

量は水泳を行なっていない姿勢保持の時の1/2に低下

し， さらに 5分間の水泳を行なわせても筋グリコーゲ

ンは低下しなかった。このことから，水泳運動ではヒ

ラメ筋は使われないと考えた。彼らの知見は，本研究

での後肢の筋グリコーゲン鼠が水泳トレーニングで変

化しなかった結果を支持するものであろう。 Fell,R.D. 

ら＂および Gollnickら，＇は，持久的トレーニングによ

って用いられた筋において筋グリコーゲン凪が， 120

-130%増加すると報告している。したがって筋グリ

コーゲン菫からみるとトレ J ドミルのようなランニン

グでは士として後肢が用いられ，水泳トレーニングで

は前肢が用いられていると思われる。筋線維の肥大お

よび筋線維構成の結果は， さらに上述した結論を支持

するものと思われる。

従来から，ラットの自発走連動最には個体差がある

ことがホされている］］）。本研究においても 8週間の総

走行距離でみる限り 2-3倍の差がみられた。トレ J

ドミル走と運動様式の同じ目発走運動群おいて， ラン

第12巻

ニングの景が多くなればなるほど後肢および肝臓のグ

リコーゲン塁が多くなった。しかし，目発走ランニン

グは回転 wheelの中心に位置して重心の移動がない

ことおよび強制的に与えられた運動ではないことから，

総走行距離が多くともトレ J ドミル走群のように筋肥

大は生じなかったものと思われる。

このように，従束からよく用いられている 3つの持

久的トレーニングは，運動様式および生体への負担が

異なるためにその効果を簡単には比較できない。しか

し，本実験の条件下においては筋線維面禎および筋グ

リコーゲン量からみて，強制運動としてのトレッドミ

ル走は，前肢および後肢の両方にトレーニング効果が

みられるが，水泳トレーニングでは前肢のみにしか効

果が認められなかった。また， Runningwheel付きの

ケージで飼育した時の自発走は走行距離に個体差がみ

られる上にトレーニング効果が得にくいか，走行距離

が多い場合には前肢より後肢において筋グリコーゲン

量が増加した。

以上のことから，次ぎの結論が得られた。分速30m

にて60分間の上り勾配 (8度）のトレ y ドミル走を行

なわせれば，若いラットの前肢および後肢の骨格筋に

対するトレーニング効果が期待できる。しかし， 60分

間の水泳トレーニングでは体重の 5-8%の重りを付

けても前肢のみにしかトレーニング効果が期待できな

い。また，回転 wheelによる自発走ではトレーニン

グ効果がもっとも得られにくく， この場合には走行距

離の多いラットを選ぶ必要がある。

要 約

本研究は，強制連動および自発運動によるトレーニ

ングがラットの前肢および後肢の骨格筋へ及ぼす効呆

を明らかにすることであった。用いた強制連動は， ト

レy ドミルランニングとラットの尾部に重りを付けた

水泳であった，目発運動として，ランニングホイール

を使った目発走を用いた。

得られた結果は，以下のように要約される。

1. 前肢（上腕＝頭筋および長燒側手根伸筋）およ

び後肢（ヒラメ筋，足底筋および長趾伸筋）の筋線維

面積が， トレ y ドミルランニングトレーニングによっ

て有意に人きくなった。

2, 強制水泳トレーニングでは，前肢の骨格筋のみ

に筋肥）こが翌められた。

3, 自発走トレーニングでは，前肢および後肢の骨

格筋ともに有意な肥人はみられなかった。

4. トレソドミルランニングトレーニング群の筋グ
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リコーゲン量は，後肢の筋のみ有意に増加したが，水

泳トレーニングでは反対に前肢の筋グリコーゲン量が

増加した。自発走群では総走行距離が多い場合には，

後肢の筋グリコーゲン量が増加する傾向にあった。

本研究の結果は， トレッドミルでの強制ランニング

トレーニングではラットの前肢およぴ後肢の筋に効果

的であるが，強制水泳トレーニングでは前肢の筋のみ

に効果がみられた。また，ランニングホイールを用い

た自発走トレーニングでは走行距離に差がみられるた

め；自発走運動ではラットの前肢およぴ後肢の筋には

効果は認められないことが示唆された。
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