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研究成果の概要（和文）： 本研究は，漸増負荷走中の血糖値の動態と長距離走のパフォーマンスとの関係性に
ついて，トレーニング強度と漸増負荷走中の血糖値の動態との関係性について検討することを目的とした．ま
た，男女間の相違についても検討を行なった．男性では，2～5 kmの走行距離の場合，最高酸素摂取量の走速度
に対する相対強度を高く保つ能力が漸増負荷走中の血糖値の上昇量に反映される可能性が推察された．また，漸
増負荷走中の血糖値量の上昇量を増加させるトレーニング強度としては，低強度よりも高強度のトレーニングが
重要になると考えられた．一方，女性では，漸増負荷走中の血糖値の動態と競技パフォーマンスとの間に関係性
は認められなかった．

研究成果の概要（英文）： The aim of this study was to examine the association between blood glucose 
kinetics during incremental running and the performance in long-distance running as well as the 
association between training intensity and blood glucose kinetics during incremental running. We 
also investigated sex-related differences. With  regard to a distance of 2-5 km for men, our results
 suggested that the capacity to maintain a relatively high-intensity running speed at peak oxygen 
uptake may be reflected by increased blood glucose levels during incremental running. In addition, 
high-intensity training may be more important than low-intensity training for a greater increase in 
the blood glucose level during incremental running in men. In women, however, we found no 
association between blood glucose kinetics during incremental running and the performance in 
long-distance running.

研究分野： 健康・スポーツ科学

キーワード： 競技パフォーマンス　持久性運動能力 　トレーニング強度

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

1．研究開始当初の背景 

持久性運動能力の評価指標の 1 つとして，血

中乳酸値の動態から評価される乳酸性作業閾

値が広く用いられている（Stallknecht et al. 1998，

Iwaoka et al. 1988）．血糖値にも乳酸性作業閾

値と同様に運動強度に対する上昇閾値（血糖上

昇閾値）があることが報告され，乳酸性作業閾値

と同様の指標になると定義されていた（Simões et 

al.1999, Simões et al.2003, Ribeiro et al. 2004, 

Sotero et al. 2009）．我々（中村ら，2013）は，長

距離ランナーが漸増負荷走を行なうと血中カテ

コラミン濃度の上昇によって血糖値が上昇する

のに対し，対照群では，血中カテコラミン濃度が

上昇しても血糖値の上昇が認められないことを

明らかにした．一方，血中乳酸値は，トレーニン

グ状態の影響を受けずに，血中カテコラミンの

上昇によって上昇した．このことから，漸増負荷

運動中の血糖値の動態には血中乳酸値とは異

なる運動能力が反映されると考えられた．先行

研究（Coggan et al. 1995）では，高強度運動中

の血糖値の上昇は，トレーニング者で特異的に

認められることが明らかにされている．また，

我々（中村ら，2011）は，貯蔵グリコーゲン量の

低下によって漸増負荷運動中の血糖値の上昇

が鈍くなることを明らかにした．これらのことから，

漸増負荷運動中の血糖値の上昇量には，持久

性競技種目のトレーニングに対する適応状態が

反映される可能性が推察される．しかしながら，

トレーニング内容と漸増負荷運動中の血糖値の

動態の関係性については，縦断的な検討は行

なわれておらず，競技現場でのトレーニング評

価指標としては活用されていない． 

 

2．研究の目的 

（1）研究課題Ⅰ 

 漸増負荷走中の血糖値の動態が，長距離走

種目のトレーニングおよびパフォーマンスの評

価指標として，乳酸性作業閾値とは異なる指標

となるかを検討した． 

 

（2）研究課題Ⅱ 

 漸増負荷走中の血糖値の動態が長距離走の

トレーニングおよびパフォーマンスの評価指標と

して，男女で同様に活用できるかを検討した． 

 

（3）研究課題Ⅲ 

 長距離走のパフォーマンスに環境条件が与え

る影響を小さくするために屋内のトレッドミルを用

い，漸増負荷走中の血糖値の動態と 15 km走の

パフォーマンスとの関係性について検討した． 

 

3．研究の方法 

（1）測定方法 

①研究課題Ⅰ 

被験者は，2 年間以上定期的にランニングを

行なっており，2 年以内のフルマラソンの記録が

3 時間 30 分未満の 20～50 代男性 10 名（年齢

37.6±6.7 歳，フルマラソンベスト記録 3:02:10

±0:19:41）とした．被験者は，フルマラソンレー

ス 23週前，レース 7～10日前に 1ステージ 4分

間の漸増負荷走を疲労困憊に至るまで実施し

た．走行中には呼気，心拍数を測定し，ステー

ジ間には血糖値および血中乳酸値を測定した．

長距離走のパフォーマンス指標は，2 km，5 km，

フルマラソンの 3 つの距離とし，2 km，5 km は，

フルマラソンレース2～3週前に測定し，フルマラ

ソンレースは，2014～2016年の 11月と 3月に開

催されたレースとした．トレーニング分析は，レー

スまでの 23週間のランニングでのトレーニングを

対象として行なった．トレーニング時には，GPS

付き腕時計を装着させ，走行距離と速度の記録

を行なわせ，トレーニング内容の記録も併せて

行わせた． 

 

②研究課題Ⅱ 

被験者は，2 年間以上定期的にランニングを

行なっており，2 年以内のフルマラソンの記録が

4 時間 20 分未満の 20～50 代女性 10 名（年齢

40.7±8.9 歳，フルマラソンベスト記録 3:43:08

±0:22:43）とした．実施内容は研究課題Ⅰと同

様の内容とした．  



③研究課題Ⅲ 

被験者は，3 年間以上定期的にランニングを

行なっており，1 年以内のフルマラソンの記録が

3 時間 30 分未満の 20～40 代男性 8 名（年齢

39.8±6.9 歳，フルマラソンベスト記録 2:47:40

±0:15:41）とした．被験者は，合計2回の測定に

参加した．1 回目の測定では，漸増負荷走を疲

労困憊に至るまで実施し，2 回目の測定の走速

度を算出した．2 回目の測定では，最高酸素摂

取量の 60～95 %強度の走速度で漸増負荷走を

8本行ない，30分の休憩後に 15 kmのタイムトラ

イアルを実施した．漸増負荷走中には，呼気，

心拍数を測定し，ステージ間には血糖値および

血中乳酸値を測定した．15 km 走時には，心拍

数を測定し，走行前後には血糖値および血中

乳酸値を測定した．研究課題Ⅲでは，被験者の

走行距離を揃えるために，漸増負荷走の 1 ステ

ージは 1 km とした．  

 

（2）分析方法 

①研究課題Ⅰ・研究課題Ⅱ 

 漸増負荷走の結果から，最高酸素摂取量，最

高酸素摂取量の走速度，乳酸性作業閾値の走

速度（血中乳酸値が 2 mmol/l の走速度），血糖

値および血中乳酸値の変化量について算出し

た．なお，血糖値と血中乳酸値の変化量は，第

1ステージから 4分間完遂した最終ステージまで

の変化量とした．乳酸性作業閾値の走速度，血

糖値および血中乳酸値の変化量と 2 km，5 km，

フルマラソンの平均走速度および最高酸素摂取

量の走速度に対する相対強度との関係性につ

いて，ピアソンの相関係数を用いて検討した．  

 トレーニング強度は，研究開始時のフルマラソ

ンベスト記録の走速度を基準とし，90 %未満

（T1），90～110 %（T2），110 %以上（T3）の 3強度

に分類した．23 週間の各トレーニング強度の走

行距離と 2 回の漸増負荷走の血糖値と血中乳

酸値の測定指標の変化量との関係性について，

ピアソンの相関係数を用いて検討した．なお，

GPS のデータが欠損しているトレーニングにつ

いては，トレーニング記録の走行距離と時間から

走速度を算出した． 

 

②研究課題Ⅲ 

 1 回目の測定結果から，最高酸素摂取量，最

高酸素摂取量の走速度を算出し，2 回目の漸増

負荷走の結果から乳酸性作業閾値の走速度

（血中乳酸値が 2 mmol/l の走速度），血糖値お

よび血中乳酸値の変化量について算出した．な

お，血糖値と血中乳酸値の変化量は，第 1 ステ

ージから第 8 ステージまでの変化量とした．15 

km の測定結果から平均走速度，最高酸素摂取

量の走速度に対する相対強度，15 km走行前後

の血糖値および血中乳酸値の変化量について

算出した．乳酸性作業閾値の走速度，漸増負

荷走中の血糖値および血中乳酸値の変化量，

15 km 走行前後の血糖値および血中乳酸値の

変化量と 15 km の平均走速度および最高酸素

摂取量の走速度に対する相対強度との関係性

について，ピアソンの相関係数を用いて検討し

た． 

 

4．研究成果 

（1）研究課題Ⅰ 

血糖値，血中乳酸値の測定指標と長距離走

のパフォーマンスとの関係性においては，乳酸

性作業閾値の走速度が速い者では，2 km，5 

km，フルマラソンの平均走速度が速くなる関係

性が認められ，漸増負荷走中の血糖値の上昇

量が大きい者では，2 km，5 kmの最高酸素摂取

量の走速度に対する相対強度が高くなる関係

性が認められた（表 1）. 

2 回の漸増負荷走中の血糖値，血中乳酸値

の変化量とトレーニング強度との関係性におい

ては，T3 強度のトレーニング量が多い者では，1

回目に比べて，2 回目の漸増負荷走中の血糖

値の上昇量が大きくなる関係性が認められた

（表 2）． 

  

 



表 1 血糖値，血中乳酸値の測定指標と長距離走の 

パフォーマンスとの相関関係（男性） 

a 平均走速度 

男性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

マラソン r 0.833 -0.389 0.176 

(km/h) p **   

5 km r 0.889 -0.616 0.202 

(km/h) p **   

2 km r 0.890 -0.496 0.203 

(km/h) p **   

b 最高酸素摂取量の走速度に対する相対強度 

男性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

マラソン r -0.011 0.125 0.341 

(%) p    

5 km r 0.285 -0.470 0.704 

(%) p   * 

2 km r 0.301 -0.130 0.736 

(%) p   * 

LT；乳酸性作業閾値，⊿Lac；血中乳酸値の変化量，

⊿Glu；血糖値の変化量 

p < 0.05 *，p < 0.01** 
 

表 2 血糖値，血中乳酸値の測定指標の変化量と 

トレーニング強度との相関関係（男性） 

男性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

T1 走行距離 r 0.118 0.073 -0.223 

(km) p    

T2 走行距離 r 0.046 0.325 -0.032 

(km) p    

T3 走行距離 r -0.136 0.063 0.687 

(km) p   * 

総走行距離 r 0.118 0.183 -0.125 

(km) p    

LT；乳酸性作業閾値，⊿Lac；血中乳酸値の変化量，

⊿Glu；血糖値の変化量 

p < 0.05 *，p < 0.01** 
 

研究課題Ⅰの結果から，漸増負荷走中の血

糖値の動態は，乳酸性作業閾値のように長距離

走の走速度を推定する指標として活用すること

は難しいと考えられた．一方，2～5 km の走行距

離の場合には，漸増負荷走中の血糖値の上昇

量には，乳酸性作業閾値には反映されない，相

対強度を高く保つ能力が反映される可能性が示

唆された． 

23 週間のトレーニング強度と 2 回の漸増負荷

走中の血糖値の動態の変化量の関係性から，

血糖値の上昇量を高くするためには，高強度の

トレーニングの走行距離が重要となる可能性が

示唆された．高強度のトレーニングは，最大運

動時のカテコラミンの分泌能力を高くすることか

ら（Zouhal et al. 2008），高強度のトレーニングで

の走行距離が多い者では，最大運動時のカテコ

ラミンの分泌量が高くなり，肝臓からのグルコー

ス供給量が増加した可能性が推察された．  

 

（2）研究課題Ⅱ 

血糖値，血中乳酸値の測定指標と長距離走

のパフォーマンスとの関係性においては，乳酸

性作業閾値の走速度が速い者では，2 km，5 

kmの平均走速度が速くなる関係性が認められ，

漸増負荷走中の血中乳酸値の上昇量が小さい

者では，2 km，5 km の最高酸素摂取量の走速

度に対する相対強度が高くなる関係性が認めら

れた（表 3）. 

2 回の漸増負荷走中の血糖値，血中乳酸値

の変化量とトレーニング強度との関係性におい

ては，T1 強度のトレーニング量が多い者では，1

回目に比べて，2 回目の漸増負荷走中の血糖

値の上昇量が大きくなる関係性が認められた

（表 4）． 

 
表 3 血糖値，血中乳酸値の測定指標と長距離走の 

パフォーマンスとの相関関係（女性） 

a 平均走速度 

女性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

マラソン r 0.617 0.444 0.273 

(km/h) p    

5 km r 0.756 0.530 0.334 

(km/h) p *   

2 km r 0.718 0.411 0.328 

(km/h) p *   

b 最高酸素摂取量の走速度に対する相対強度 

女性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

マラソン r 0.178 -0.102 -0.021 

(%) p    

5 km r -0.307 -0.712 -0.347 

(%) p  *  

2 km r -0.297 -0.655 -0.175 

(%) p  *  

LT；乳酸性作業閾値，⊿Lac；血中乳酸値の変化量，

⊿Glu；血糖値の変化量 

p < 0.05 *，p < 0.01** 



表 4 血糖値，血中乳酸値の測定指標の変化量と 

トレーニング強度との相関関係（女性） 

女性 

10 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

T1 走行距離 r -0.192 0.618 0.727 

(km) p   * 

T2 走行距離 r -0.104 -0.253 -0.408 

(km) p    

T3 走行距離 r 0.145 -0.549 -0.378 

(km) p    

総走行距離 r -0.222 0.427 0.539 

(km) p    

LT；乳酸性作業閾値，⊿Lac；血中乳酸値の変化量，

⊿Glu；血糖値の変化量 

p < 0.05 *，p < 0.01** 

 

研究課題Ⅱの結果から，女性の場合には，男

性と異なり，漸増負荷走中の血糖値の上昇量が，

長距離走の相対強度を高く保つ能力を反映す

る指標になるとは言えなかった． 

23 週間のトレーニング強度と 2 回の漸増負荷

走中の血糖値の動態の変化量の関係性では，

男性とは異なり，T1強度の走行距離が多い者で，

血糖値の上昇量が大きくなる関係性が認められ

た．女性の場合は，男性に比べて高強度トレー

ニングによるカテコラミン分泌の変化が小さくな

ることから（Zouhal et al. 2008），強度の高いトレ

ーニングと血糖値の変化量に関係性が認められ

なかった可能性が考えられる．持久性のトレーニ

ングは，筋グリコーゲンに比べて，血中からのグ

ルコース利用の減少量が大きくなることから

（Coggan et al. 1990），研究課題Ⅱの女性の場

合には，肝臓のグルコース供給量の増加よりも

筋でのグルコース利用の減少が血糖値の上昇

量の増加につながった可能性が示唆された． 

 女性の場合，性周期によって運動中の血中か

らのグルコース利用量が変化するが（Devries et 

al. 2006），本研究では，レースに合わせて漸増

負荷走を行なったため，2 回の漸増負荷走の性

周期が異なった可能性が考えられる．また，2 

km，5 km のタイムトライアルからフルマラソンの

間隔が 2～3 週間となったことから，長距離走の

パフォーマンスにも性周期の違いが影響した可

能性が推察される．このことから，女性の場合に

は，レース前後の漸増負荷走の血糖値の動態

を用いて長距離走のパフォーマンスを評価する

には，性周期を揃えて実施する必要があり，実

際のレースに合わせて測定を行なう場合には，

漸増負荷走の血糖値の動態からパフォーマンス

を評価することは難しいと考えられた． 

 

（3）研究課題Ⅲ 

研究課題Ⅰでは，フルマラソンの対象レース

を複数としたことから，環境条件の違いがレース

結果に影響を与えた可能性が考えられた．この

ため，研究課題Ⅲでは，トレッドミル上で 15 km

走を行ない，漸増負荷走中の血糖値の動態との

関係性を検討した．その結果，平均走速度，最

高酸素摂取量の走速度に対する相対強度とも

に，乳酸性作業閾値の走速度が速い者，漸増

負荷走中の血中乳酸値の上昇量が小さい者，

15 km 走前後の血糖値の上昇量が大きい者で，

パフォーマンスが高くなる関係性が認められた.

一方，漸増負荷走中の血糖値の上昇量は，平

均走速度，最高酸素摂取量の相対強度とも有

意な相関関係を認めることは出来なかった（表

5）． 

 
表 5 血糖値，血中乳酸値の測定指標と 15 km 走の 

パフォーマンスとの相関関係 

a 漸増負荷走中の血糖値，血中乳酸値の指標 

男性 

8 名 

  LT ⊿Lac ⊿Glu 

  (km/h) (mmol/l) (mmol/l) 

走速度 r 0.898 -0.844 0.452 

(km/h) p ** **  

相対強度 r 0.907 -0.873 0.319 

(%) p ** **  

b 15 km 走の血糖値，血中乳酸値の指標 

男性 

8 名 

  ⊿Lac ⊿Glu 

  (mmol/l) (mmol/l) 

走速度 r 0.088 0.826 

(km/h) p  * 

相対強度 r 0.313 0.826 

(%) p  * 

LT；乳酸性作業閾値，⊿Lac；血中乳酸値の変化量，

⊿Glu；血糖値の変化量 

p < 0.05 *，p < 0.01** 

 

 研究課題Ⅰと同様に漸増負荷走中の血糖値

の動態は，長距離走の走速度を推定する指標と



して活用することは難しいと考えられた．また，研

究課題Ⅰの 2 km，5 km と異なり，走行距離が延

びた際には，漸増負荷走中の血糖値の動態か

ら相対強度を高く保つ能力を評価することは難

しいと考えられた．研究課題Ⅲの 15 km の走速

度と最高酸素摂取量の走速度に対する相対強

度の相関関係は（r = 0.905，p < 0.01），研究課

題Ⅰの 2 km，5 km の走速度と最高酸素摂取量

の走速度に対する相対強度の相関関係よりも高

くなっていた（r = 0.588，p = 0.07；r = 0.602，p = 

0.07）．このことから，血糖値の上昇量と相対強

度との関連性は，走速度と相対強度の関係性が

異なる種目，集団において認められる可能性が

考えられた．また，研究課題Ⅲの被験者のフル

マラソンの平均タイムは，研究課題Ⅰの被験者

よりも約 15 分速くなっていたことから，漸増負荷

走中の血糖値の動態と相対強度との関連性は，

対象集団の競技レベルによっても変化すると考

えられた． 

 一方，15 km の走速度，最高酸素摂取量の走

速度に対する相対強度が高い者では，15 km 走

前に比べて走行後の血糖値を高く維持すること

が出来ていた．このことから，走行距離が延びた

際の競技パフォーマンスを高く保つためには，

漸増負荷走中の血糖値の動態よりも，走行時の

血糖値の低下を小さく抑えることが重要になると

考えられた． 

 

（4）まとめ 

 研究課題Ⅰ～Ⅲの結果から，男性では，2～5 

km 前後の走行距離の場合には，漸増負荷走中

の血糖値の上昇量に相対強度を高く保つ能力

が反映される可能性が推察された．漸増負荷走

中の血糖値量の上昇量を増加させるトレーニン

グ強度しては，低強度よりも高強度のトレーニン

グが重要になると考えられた．一方，走行距離

が延びた際には，漸増負荷走中の血糖値の動

態を用いて競技パフォーマンスを評価すること

は難しいと考えられた．女性の場合には，性周

期の影響を考慮する必要があるため，漸増負荷

走中の血糖値の動態から競技能力を評価する

ことは難しいと考えられた． 
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