
筋肉の肥大と衰退について 
 
1 月 19 日の講義内容の「身体は使わないとすぐに衰える」ということに関して、資料より足

の筋肉においては、20 日間寝たきりで筋量が 5 パーセント減少したのに対し、筋力が 20 パー

セント減少したとなっている。私が聞いたことのある限りで、筋肉が衰える方法には資料の実験

のように寝たきりで過ごし肥大した筋肉が衰えていくという方法と、飢餓状態において、エネル

ギー源のグリコーゲンがなくなり、代わりに筋肉のアミノ酸を分解してエネルギー源とするため、

筋肉が衰えるという方法である。資料の実験に対しては、おそらく食事がきちんと与えられてお

り飢餓状態ということはないと思われるため、純粋に運動しなかったために、結果として筋肉が

衰えてしまったということであると思う。すると、運動をしないことに関しては筋肉の衰えが筋

量と筋力のパーセンテージにより明らかになったが、運動は無関係とし、飢餓状態においてはど

れだけ筋量や筋力が衰えてしまうんだろうと疑問に思った。運動をしない場合は、1 本 1 本の筋

原繊維が衰えたり、活動している繊維の量が減ることで筋力が減少していくようだけれども、飢

餓状態においては、適度に動いているけど貧しいか何かで飢餓状態にあると仮定すると、筋肉は

常時動かされているのだから、繊維の太さや活動量は減少しないはずである。飢餓状態において

は、筋肉のアミノ酸が分解されることで、筋量が減少し、それに伴い筋力も減少してしまうと思

われるため、筋量がなくなった分だけ筋力も衰えていくように思える。 

 逆に筋肉の回復について考えてみると、運動して筋原繊維を肥大させ筋肉の収縮に参加する

繊維の数を増やすことによって、徐々に筋量、筋力は回復していくと考えられる。同様に、飢餓

状態の筋肉の回復において、飢餓の反対症状である過食において考えてみると、食べ物から 

余分に摂取されたアミノ酸はアンモニアやグルコースに変換されてしまうため、同様にすぐに筋

肉がつくられるわけではない。しかも、過食の場合、同時に摂取した炭水化物や脂肪は制限なく

脂肪細胞に蓄えられるため、筋肉よりも脂肪が多くついてしまう。そのため、例え筋量を維持す

るだけの運動をしているつもりでも、体が重くなるのと同時にそれを支えるための筋肉が自然と

発達してしまうため、厳密な値の測定が困難になってしまうと思われる。更に、実際に実験しよ

うとすると、飢餓状態や過食状態に追い込むのは何かと健康や精神面に害をきたしてしまうため、

おそらく人で実験するのは無理だと思われる。ボクシングの減量などはちょうど求めている実験

に近いような気がしたが、適度な運動が望ましいのに加え、筋肉の絶対値が一般の人と違うので

やはり求めている結果は望めないと思われる。しかし、仮に実験をしたとすると、運動に関して

は資料から筋肉は衰退するのに 20 日間かかったのに対し回復は 8 週間かかったので、ずいぶん

勝手が違うということが分かる。やはり、絶食状態から過食状態に戻しても、体型はすぐに戻る

かもしれないが筋力、筋量は運動制限以上に簡単に戻らないように思える。そもそも絶食状態で

どれ程筋肉が衰えるか分からないので具体的な数値は検討もたたないし、実験対象が足というよ

く筋肉を使う部位であるためそのような日数が衰退にも回復にもかかったのかもしれない。けれ

ど、回復は衰退の約 3 倍の時間がかかっているため、飢餓状態における筋肉の回復も、衰退に

比べて、気持ち＋αを足して、4 倍くらい時間がかかるのではないかと思う。 

とりあえず、何においても筋肉は衰えやすく回復しにくいということなので、今後とも運動に

しても食生活にしても気を付けていきたいと改めて感じた。 



トレーニング効果について論じてみたいと思います 

２０歳までの話だと膝伸展力などは徐々に良くなっていき、膝関節伸展力は年齢によって

はほとんど変わらない 

しかし一般女子大生と競技選手を比べると、筋系のつくりが全然変わってきていた 

つまり、２０歳までにスポーツを行うことはいいことであると考えられる。 

さらにトレーニングを続けることにより、筋力、筋断面積、断面積あたりの筋力が持続、

あるいは向上していくので、トレーニングを続けることはデメリットはないにしろ、メリ

ットはあるので続けるべきだと思う 

また、高齢者になるにつれ落ちていくのでそれを鍛えるトレーニングを行うといいと考え

られる 

上腕筋群のトレーニングをすると、筋肥大が高齢者で確認された 

また、入院していたら、右脚総筋量５％、右膝最大伸展力１５％、右脚総筋力２０％、総

筋量１㎏減少が確認された。 

そのあと８週間で回復するとあるのだが、それはリハビリをすればの話であり、さらにい

うと一般人の場合なので競技選手の場合はさらに減少があると思われるので、過酷なリハ

ビリ、それに加えトレーニングも行わなければ元通りにはならないと思う 

だからいつもテレビでスポーツ選手が怪我などをして入院生活とよくあるが、いかに大変

でスポーツ選手にとってどれほど辛いことかちょっと分かったような気がした 

 

筋肉の繊維について話してみたいと思います 

走ることが好きか、嫌いかは別として、世の中にはどちらかというと短距離走が得意とい

う人と、長距離走が得意な人の２つのタイプがいます 
それは筋肉のタイプの違いなのです。筋肉は大きく分けると以下の３つタイプに分けられ

ます 
速筋線維・・・短時間に爆発的な力を発揮するが疲れやすい（ＦＧ線維）力はＦＧ線維よ

り劣るが比較的強い力を持続できる（ＦＯＧ線維） 
遅筋線維・・・３大きな力は発揮できないが持久力に優れる（ＳＯ線維） 
これによってトレーニング効果、スポーツによる向き不向きが出てきます 
よって自分にあったスポーツをすることも大事であるといえます 
けれど自分にあったスポーツが自分のしたいスポーツでない可能性もあります 
ただトレーニング次第では十分合ってないスポーツでもうまくなることはできます 
だから、結局はトレーニングを続けることが大事であるといえる 



生体行動科学レポート 
 

筋力の授業について 
生体行動科学の後半の授業で一番心に残っているのが筋力についての授業であった。筋力

についての授業ではとにかく自分が思っていた事とは、逆の結果が実験で証明されていて

びっくりした。そこで今回は筋力の授業についてピックアップして考えてみた。 
 

 

・筋力は筋肉の太さに比例している 

自分では以前から筋力は筋肉の太さには関係ないのではないかと思っていた。しかし、授

業から筋力は筋肉の太さによって変わり、単位面積あたりの筋力は老若男女で同じ値であ

ることがわかった。そのことから、力を強くするためには筋肉を太くすることが大切であ

るということが分かる。このことはもう少し早くに知れていたらと思うと少し残念だった。

高校の時に知っていれば、部活動での筋トレの考え方も変わっていたかもしれないと思っ

たからだ。 
 

 

・６０代の方でも筋トレをすれば筋肉は太くなる 

この事に関しても自分が以前からもっていた考えとは全く逆の結果であった。自分もこれ

から先、年をとることで筋力が衰え人の世話になって生きていくときが来るかもしれない

と思っていた。しかし、６０代の方でも筋トレをすれば筋肉は太くなるという事を授業か

ら知り、年をとっても筋トレをしていれば人の世話を受けずとも生きていけるのではない

かと考え直すようになった。年をとり自分の思い通りに体が動かなくなることで人の世話

になってまで生きていたいとは自分は思わない。年をとっても元気で自分のことは自分で

できるようになっていたいと自分では思っている。そのため、このことを今知れたことは、

これから生きていく中でとても役に立つのではないかと思う。 
 
 



生体行動科学 
最終レポート 

 
 
 
人の発揮できる筋力はその部位の筋の断面積に

比例し、又、筋繊維のタイプにより発揮できる筋

力は違う。 
又、全ての筋繊維が同時に収縮して運動すること

はない。 
人の筋肉は腕の筋肉を例に挙げると、腕の筋肉だ

けで 150kg もの物体を引き上げる力を持つ。 
講義であった内容は概ねこのようなものであっ

た。 
しかし、筋力を規定する要因は他にも 
・羽状角 
・心理的要因 
等にもよると考えられる。 
また、筋の収縮で人は力を発揮することができ、 
その収縮には主に 
・単収縮 
・強縮（完全強縮） 
・強縮（不完全強縮） 
等が講義で取り上げられたが、他にも 
・拘縮 
・硬直 
等が挙げられると思われる。単収縮は 1 回の刺激

によっておこる収縮で、強縮は連続した刺激によ

っておこる収縮であり、その筋に与えられる刺激

の頻度により、完全強縮と不完全強縮に分けるこ

とができる。 
講義で取り上げられていない拘縮や硬直だが、拘

縮は筋繊維につながっているニューロンが本来

活動電位を出して収縮しているのだが、このニュ

ーロンの活動電位が与えられていない状態で起

きる筋の収縮で、例として【こむら返り】等が挙

げられる。 
硬直は ATP が枯渇することによって起きうる筋

の連続した収縮である。ATP が枯渇することでカ

ルシウムイオンの取り込みが起きないことによ

って起きる。 
 
又、筋繊維のタイプは講義中では、ヒラメ筋など

を例に短時間で大きな力を発揮できるもの、又、

その逆で発揮できうる筋力そのものは小さいが、

一方長時間にわたって、力を発揮できるものなど

があるが、この筋繊維タイプ（MU）を分類する 

 
 
 
と、 
・FF＝タイプⅡb 
・FR＝タイプⅡａ 
・S＝タイプⅠ 
の３つに大別できる。 
前者２つは発揮できる張力が大きく、最後の S タ

イプは発揮できる張力は小さい。 
又、筋持久力は FR タイプ、及び S タイプは持久

力があるが、FF タイプは持久力が無く、すぐに

疲れてしまう。 
又、羽状角と言うものも筋の張力に関係しており、

紡錘筋では 
･断面積･･･小さい 
･収縮速度･･･速い 
が一方羽状筋は 
･断面積･･･大きい 
･収縮速度･･･遅い 
と言った特徴を持つ。 
 
筋繊維の組成タイプは【バイオプシー法】という

方法で測定することができるが、この筋繊維の組

成のタイプはこの方法をとらなくとも、ある程度

の推定は可能である。 
・握力 
・50ｍ走の記録 
・1500ｍ走の記録 
から、ある程度の推定はできると考えられる。 
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筋肉が単位面積あたりに出せる力は老若男女でほとんど差はなく、人間の出せる力の

強さは筋肉量に依存していると考えられる。高齢になれば筋肉量は増えないと言われて

いるが、それは間違いであり高齢になってもトレーニングさえ続ければ筋肉量は増加し

続ける。また、筋肉は本当に負荷をかけてトレーニングするよりも効果は劣るが、イメ

ージするだけでもトレーニングはできることが証明されている。 
 
人間の上腕の筋肉はモーメントの計算によれば、約３０キログラムの物を片手で垂直

に持ち上げた時には、約１５０kg の物を持ち上げるほどの力を出していることになる。 
筋肉には瞬間的に大きな力を出す物、小さな力を長時間出し続ける物などの種類があり、

マラソンランナーは長時間にわたって力を出し続けることの出来る持久力のある筋肉、

陸上１００メートルの選手などは瞬間的に大きな力の発揮できる筋肉など、スポーツの

種類によって必要とされる筋肉は様々である。よって、当然であるが誰しもが同じよう

な筋力トレーニングを行うことは非効率であり、スポーツ選手には自分に必要なのはど

この筋肉であるのかを理解した上でトレーニングを行う必要がある。 
 
また、筋肉は使わないでいるとすぐに衰えてくるものでもある。具体的に言えば、20

日の間ベッドでずっと寝た状態で脚の筋肉を使わなかった場合には総筋肉量が 1ｋｇ

も減少することになる。この時、右脚の総筋肉量は約 5％減少している。人間の体の筋

肉は脚筋群が全体の半分を占めるため、脚を使わないと総筋肉量の減少も大きくなる。

これを完全に回復させるためには、およそ８週間、つまり筋肉量を落としたときの約

2.5 倍もの期間が必要になってくる。 
 
筋肉量の減少は自分自身も体験しています。中学では野球部でピッチャーをしていた

ので太腿の筋肉を鍛えていました。高校に入ってからはスポーツをやっていなかったの

ですが、学校まで自転車で 30 分程かけて通っていたので、少し太腿は細くなったもの

の、脚の筋肉の衰えはあまり感じませんでした。しかし、大学に入学してから、移動は

基本的にバイクになり、脚の筋肉をほとんど使わなくなりました。半年ぐらい過ぎると、

自転車で少し移動するだけで太腿の筋肉が痛くなるようになり、筋肉の衰えを痛感しま

した。なので、最近では朝に軽く走ったりして、体を動かすようにしています。 



生体行動科学後半レポート 
 

範馬勇次郎と一般男性の筋力の比較 
 

範馬勇次郎とは漫画『グラップラー刃牙』『バキ』『範馬刃牙』に登場するキャラクター。

無類の強さを誇り、生物最強と謳われるほどの腕力家である。尋常ではない身体能力は科

学のメスをもってしても、解明することは不可能のである。しかし、今回、このレポート

で範馬勇次郎の超人さを今一度検証し、その驚異的身体能力を肌で感じることを目的とす

る。検証に妥当性や客観性が欠如している可能性があるが、ご了承いただきたい。 
       
 
 
 
 
範馬勇次郎がアメリカ合衆国大統領バラク・オズマと個人的な友好条約を結ぶシーン。

ここで、勇次郎はバラク・オズマからコークス（石炭）を握力でダイヤモンドに変えると

いう依頼を受ける。手に取ったコークスを簡単に握りつぶす勇次郎。コークスは粉々にな

る。ダイヤにはならなかったものの、その握力は測り知れない。その後、バラク・オズマ

は粉々のコークスを守り神といい、お守りとして身に着けていた。幾日か経ち、バラク・

オズマは勇次郎と再会することになる。そこで勇次郎は粉々になったコークスを再び握り

つぶし、ついに握力で人工ダイヤモンドを作った。以下、勇次郎の手の中で人工ダイヤモ

ンドができたと仮定して、分析しているものとする。 
人工ダイヤモンドを製造するには 1,200～2,400℃の熱と 55,000～100,000 気圧の力がい

る。ガラスの融点は 700～℃で、粘性状態から流体状態に変化する。勇次郎の手の中にはガ

ラス片とコルクとコークスが混合している。流動状態になったガラスはコークスと混じる

と考えられるため、キラキラ光っているのはガラス片ではなく人工ダイヤモンドである可

能性が高い。では、人工ダイヤモンドを作ることができる勇次郎の握力はいかほどなのか。 
1 気圧=1013hPa、1hPa=100Pa、1Pa=1N/m^2 だから、約 5.6 千万～10.1 千万 N/m^2

（55,715×10^5～1,013×10^7N/m^2）の圧力がかかっている。40～44 歳の手のひらの平

均サイズは、手幅 8.2 ㎝、手の長さ 19.2 ㎝（経済産業省より）なので、約 157.44cm^2 の

手の面積がある。勇次郎（推定 36~38 歳）の場合、目測で一般人の 1.5 倍はあるので約 236.16
㎝^2 とする。236.16cm^2=236.16×10^-4m^2 となり、約 13.2 千万～23.9 千万 N
（131,576,544～239,230,080N）の力があり、1N=0.102kg より勇次郎の握力は約 1.3 万～

2.4 万 t（13,420,807.49~24,401,468.16kg）である。35～39 歳の平均握力は 44.88kg（文

部科学省より）なので、勇次郎は一般男性の約 299,000~543,700 倍の握力を発揮すること

ができる。 



軽い筋力トレーニングの効果 

 

人も動物の一種です。巨大な脳を持ったが故に、複雑な精神構造も得ました

が、基本はあくまでも他の動物と同じです。 
「動物」とは読んで字のごとく、動く物（者）です。動くことが、動物の生活

の基本ですし、生きることと動くことも基本的には同じです。だから、動かな

くなったら、死に近づいているともいえます。 
現代の生活では、体を動かす機会が減っています。わざわざスポーツジムなど

で体を動かす機会を作らなくてはならないほどです。使わないと体はどんどん

衰えていきます。 
筋肉が硬くなり、筋肉を収縮させる力が弱くなり、関節の動く範囲が狭まりま

す。 
血管も弾力性を失い、血圧を上昇させ、血行も悪くなり、新陳代謝がスムーズ

に行われなくなり、体の組織、細胞の機能が衰えます。 
実は普段、激しいスポーツや人と競争するようなスポーツ（競技）をする必

要はありません。体を動かすことが楽しいと感じ、終わった後に爽快感と軽い

疲労感、軽く息がはずむ程度の運動や体操で十分です。 
 筋力を付けてパワーアップしたいとか筋肉をつけてたくましい体になりたい

とか、ダイエットのために筋肉を活性化させたいなど、人によって目的はそれ

ぞれ違うと思います。筋力トレーニングは持ち上げる重さや回数によってその

効果が違います。 

タイ

プ 

重

さ 

限界 

回数 
効果 特徴 

1 軽い 
13～20 以

上 

筋持久力 

アップ 

筋肉が太くなりにくく、体を引き締めたい時に最

適。 

2 
やや 

重い 
6～12 

筋力・筋肉量アッ

プ 

筋肉が太くなりやすい。幅広い効果のある一般的

な方法。 

3 重い 1～5以下 
最大筋力 

アップ 

最大筋力がアップしやすい、競技者や上級者向け

の方法。 

 

体を使わず、同じ姿勢のままでいることは、体に最も負担のかかることなの

です。自分でも体を、全身を動かすことが、軽い筋力トレー二ング（体操や散

歩など）健康維持、ひいては、生活の質の向上や人生の幸福度を高めると思い

ます。 



『運動生理学(筋力)について』 

男性と女性の筋肉量は基本的に同じである。体全身の筋肉量の平均は女性の方が男性よ

り 30％前後少ないと言われています。この筋肉量の違いが男女間のスタイルや、力の差に

なっています。しかし、女性でも男性と筋肉の量が、あまり変わらない所も多々あります。

特に下半身は男女間の筋肉の量の差はほとんどありません。個人差によっては女性の方が

男性よりもたくましい場合もあります。筋肉は負荷をかけて鍛えてやると発達し、何もし

ないと衰えてしまいます。普段、何気なく運動していても必然的な筋肉は形成されます。

運動していても男女の運動量の差はほとんど無いので、男女間でも下半身等の筋肉の量が

あまり変わらない理由はこのためです。しかし、成長期の男女のホルモンの差は筋肉や体

格形成に大きく関わっています。成長期の男性はテストステロンと言う男性ホルモンが大

いに分泌され、筋力トレーニングなどをしなくても筋肉を増強してくれます。逆に、女性

ホルモンはこのような作用はほとんどありませんから成長期で体格の違いが出てきます。

しかし、女性でも鍛えてやれば筋肉はたくましくなります。 

筋肉を動かすことによって神経を伝わり、脳に良い刺激を与えるため、脳内に快感物質

と呼ばれるものが発生しやすくなります。ストレスで胃が痛い、下痢になる人も多いと思

います。これは脳の働きと大きく関わっているのです。ホルモンの働きや消化液の分泌は

脳からの命令で、自分の意思とは無関係に機能する自律神経によって支配されています。

ストレスや精神的緊張がたまると、この命令系統がスムーズにいかなくなり、ホルモンや

消化液の分泌が乱れてしまいます。このためストレスが胃痛や下痢、精力減退を引き起こ

すのです。運動をすることで、筋力や心肺機能が向上すると、全体的な体力アップにつな

がり、「筋肉を動かしている」という信号が神経を伝わって脳に良い刺激を与え、快楽物質

が発生します。したがって運動はストレス解消に効果的であり、胃痛や下痢などの防止、

精力アップにもつながるのです。 

筋力トレーニングを始めたとします。しかし、途中で筋力トレーニングをやめてしまう

場合があります。さて、この筋力トレーニングをやめることで、私達の体には変化が起き

ます。それは「リバウンド」が起きやすくなることです。なぜなら、リバウンドに欠かす

ことができない条件が筋力トレーニングをやめることでそろってしまうからです。まず筋

力トレーニングをやめることで、筋肉は萎んでしまいます。筋肉は重い負荷をかけていた

ために太くなっていましたが、それが必要なくなるということになると小さくなってしま

います。通常、筋力トレーニングをしなくなって１カ月もたつと、筋肉は衰え始めるとい

います。すると、筋肉がそれまで担ってきた代謝のペースも下がってしまいます。よって、

痩せにくかったはずの身体も、逆に太りやすくリバウンドの土台が出来上がっていってし

まいます。しかも、それまでは、筋力トレーニングをしていたおかげで体では大量のエネ

ルギーを消費していました。ところが、その消費すべきエネルギーが筋力トレーニングを

やめたことで、体内に残る状態が続きます。よって、筋力トレーニングをやめてしまうと、

どんどんリバウンドの土壌が出来上がっていってしまうことになります。 



授業では、筋肉に関する講義があったので今回のレポートでは超回復についてレポートを

書きたいと思います。 
まず、筋力トレーニングの目的はそれぞれ、健康維持や老化防止から、ダイエットやスポ

ーツのための筋力・持久力アップなどあるとおもいますが、ここで共通していえるのがど

んなトレーニングをすれば効果的で、目的達成までスムーズに進めるのか？という方法論

については絶対に知っておいたほうが良いという事です。理想の自分を"目的地"とすると、

正しいトレーニング方法を見つけることは目的地までの正確な地図を手に入れるという事

に似ています。目標に最短距離で到着するためにはそのための方法を知っている必要があ

ります。間違ったトレーニングをしている人が多いので自分のトレーニングについて改め

て調べてみると自分のトレーニングに自信がわいて持続力、やる気もあがると思います。 

超回復こそがトレーニングの目的です。いつも重いものを持っているとだんだんその重さ

に慣れてきて、もっと重いものを持ち上げることが出来るようになりますよね。同じよう

に、いつも長い距離を走っている人は、更に長い距離を走れるようになります。このよう

にトレーニングを行った時には、単純に「疲労が回復する」というだけでなく、それを通

り越して「もとの状態よりも強くなる」という反応が起こります。これを超回復と呼びま

す。まず、トレーニングをしっかりと行うと、疲労によって元気な状態「1」から一時的に

「2」の状態に能力が低下します。そして、時間が立つと疲れが抜けてきて、能力もだんだ

んと回復してきます。ここまでが回復となります。大事なのはこの先です。完全に疲労が

回復すると、と能力はただ元に戻るだけではなくトレーニング前の状態よりも上がるので

す。これを超回復といいます。超回復の効果を引き出せなければトレーニングの意味はな

いと言ってもいいでしょう。運動の直後には疲労で能力が低下します。そして適切な休養

を取ることによってはじめて超回復が起こります。もし疲労が完全に回復する前にまたト

レーニングを行うとどうなるのか。トレーニングした直後は能力がダウンし、休養によっ

て能力がアップするわけですから、完全に回復しないうちに次のトレーニングをしてしま

うと、どんどんと能力が低下していってしまいます。これをオーバートレーニングといい

ますがこうなるくらいなら適当にさぼりながら時々動いている方が意味があるのです。 

だから目的に合わせて、 

どんどん強くなりたい人は超回復した頃に次のトレーニングを。  

健康や体力維持が目的の人→時々習慣的にトレーニングを。 

というように、超回復のしくみを理解した上で自分の目的に合った計画を立てるようにし

ると良いとおもいます。超回復には運動と栄養、それに十分な休養が必要です。そのうち

１つでも欠けるとうまくいきません。運動についてはその内容と強度を目的に合わせて調

整する事がとても大事です。栄養については必要な栄養を知り、一番吸収されるタイミン

グに摂ることが大切です。休養の日数をしっかり考え睡眠時間を８時間はとるようにした

方が良いでしょう。 

このような理屈を踏まえトレーニングに励むと良いと考えます。 



生体行動科学後半レポート 

 

 生体行動科学の最終レポートの 6 つのテーマから筋系、筋肉について書かし

ていただく。 

 まず、まとめるにあたって医療情報館というサイトを引用させていただく（下

記記載）。1990 年のアメリカスポーツ医学会の「健康な成人の体力維持・向上の

ためのガイドライン・改訂版」というものを主軸にことを進める。内容は、そ

れまでの有酸素運動（ジョギングなどのこと）一辺倒の立場から、 初めて有酸

素運動とレジスタンストレーニングの併用を勧めるようになったというもので、

効率的に有酸素運動を行ったり、 日常生活を快適に過ごすためには「ある程度

の筋力が必要である」というないようである。そのレジスタンストレーニング

の方法についてはいかに示す通りである。 

1, 筋肉の肥大と超回復 

トレーニングを受けたとき筋肉の筋線維は、部分的に断裂、破裂する。 筋線維

は、回復期を経て、以前より少しだけ太い筋線維へと修復される。 この現象が

超回復といい、このときのトレーニング方法としてはトレーニングの間隔を 48

～72 時間、すなわち、2～3日おきにするのがよい。 

2, オーバーロードの原則 

同じ負荷でトレーニングを続けていると、次第に効果が頭打ちになる。 しかし

トレーニングの負荷を徐々に増やすことで継続的に筋力が強くなる。 これをオ

ーバーロードの原則（過負荷の原則）という。 

① トレーニング種目をどう組みあわせるか 

ゴルフや野球の選手のように、一方向の動作を集中的に行うと左右のバランス

が悪くなり、 ケガをしやすくなるため、右を鍛えたら必ず左も鍛えなければな

らない。同様に上半身を鍛えたら下半身も鍛える必要がある。前後のバランス

では、拮抗筋と呼ぶ。 

② どんな強度と量でやればいいか 

レジスタンストレーニングの強度は、トレーニングの目的に応じて変える必要

がある。筋肥大が目的の場合 、8～12 回できる負荷によるトレーニングが有効。

 筋持久力が目的の場合 20～50 回の負荷で、高回数のトレーニングが効果的。 

 筋力の効率的なまとめさせていただきました。 

参考 医療情報館 http://www.drp.ne.jp/ 



生体行動科学最終レポート 

運動における心理的限界・生理的限界 

 
 
運動において、人間の筋肉は生理的限界の 60%～70%程度までしか一般的に使用できない

ことが分かっている。トレーニング次第でこのパーセンテージは上げることができるそう

だが、この現象は、人体が無意識のうちに、骨や筋肉が限界を迎えてしまわないよう防い

でいるものである。 
 
私はトレーニングというものは、筋肉にとって学習のようなものであり、鍛えれば鍛える

ほど結果が返ってくるものであると考えていたし、実際そうではあるが、授業を受けて心

理的限界が生理的限界よりもかなり小さくて驚いた。 
以前の授業でも、子供の体育の授業について、意識を変えるだけで記録が飛躍的に伸びる

ことを知ったが、運動は物理的現象であるのに、その結果に心理的現象が大きくさようす

ることはとても興味深いと思った。 
 
また、東京大学教育学部の猪飼道夫教授の論文によると、人間が興奮状態にある時も記録

が大きく伸びるそうである。 
私自身はあまり本格的にスポーツをしたことがないのだが、体育の授業程度でも確かに試

合中盤になると普段とは違うような力が出た経験がある。 
また機会があれば実践してみたいと思う。 
 
 
・参考文献 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110000957740 



 
 
 
生体行動科学 
 
 
身体は使わないと、すぐに落ちてしまうと言われているがどの程度毎日使われているのか。

人間の一日に消費するエネルギー量の割合のほとんどは、基礎代謝によるものであるが、

７０％の割合を占めている。残りが、食事などの消化に使われるエネルギーと日常の生活

の行動で消費するエネルギーである。そのうちで筋肉は、基礎代謝で消費するうちの４０％

を使っている。よって、全体でみれば、２４％ほどである。基本的な筋肉での消費量が２

４％と言うほどになるが、筋トレ、運動をすれば、もちろん消費量はさらにあがり、エネ

ルギーを消費する。つまり、筋肉を増やせば増やすほど、エネルギーを消費できるので、

太りにくいと言うこと。年齢を重ねると、自然に筋肉が落ちていくようなので、それに伴

って、エネルギー消費量も減っていく。年をとってから、太ってしまうのは、そういう理

由であり、やせにくい理由も、エネルギーが消費されにくいからであるのだなと納得する。 
年をとっても、太らないようにするには、激しい運動をするという以外に、できることは

何かと考えると、普段使っていない筋肉を使うことで、筋肉をつけて、エネルギー消費を

あげることがいいのではないかと思う。普段使っている筋肉を鍛えるよりも楽にできると

思うので。普段使う、歩くなどするときの筋肉と共に、普段使わないような筋肉を意識す

れば代謝をあげることが可能だと思う。 
筋肉はすぐに落ちると言うが、私も病気のときなどで５日間くらいずっと寝ていたら、階

段の上り下りなどでしんどくなって、筋肉が落ちているなと感じるので、普段動いている

ことで、どれほど筋肉が使われていたのかということを実感したので、使われていない筋

肉を使うことで、筋肉痛になったりするのは、いい目安になるし、代謝をあげるにも実感

がわくと思うので、意識して筋肉を使えばいいと思う。 
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