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一運動中の上手な呼吸方法について-

藤本繁夫

今凪は「運動能力向上のための呼吸生理」につ

いて述べます。 呼吸生理といいますと、皆さん

ご承知のように、非常に取っつきにくい分野です。

数式が出てくるし、検査データを見ても数値が

並びます。循環の方でしたら血任とか脈拍数と

かまだ馴染みのある言:葉がでてきますが、呼吸の

方は、 l呼吸数とか換気比とか、空気の流れ(これ

をフローといいますが)になりますが、いずれも

目に見えません。このように大変馴染みにくい分

野ですが、運動に関しては心臓と同じように、ま

た筋肉と同じように重安・な役目をしております。

今回はH手吸生理について、できるだけ分かりやす

く、呼吸と運動の関連について解説します。

<1 運動能力とは>

運動能力について、いろんな形で測るメジャー

があると思います。例えばシドニーのオリンピッ

クが行われましたが、 100~ ~を何秒で走るか、マ

ラソンを何時間で走るか、あるいは重い物を持ち

上げるということのいずれもがえli動能力になりま

すコもう少し一般的に見ますと、運動能力とは社

会問動、日常活動などの活動している力としてと

らえることができます口人間はと!こまれたときは迎

動能力はゼロで、自分の力で動くことは出米ませ

ん。でも、牛や鹿の赤ちゃんは't:.まれたらすぐ立

ち上がって動くことが出来ます。生まれながらに

して運動能力があります。しかし、人間は運動能

力ゼロからスタートし、寝返りを打ったり、座り

大阪市立大学保健体育科研究主

だしたり、 l年たっとす.って歩くようになります。

幼稚I~~Iの頃は、跳んだり跳ねたり投げたり走った

り、基本的な運動が明われていきます。小学校、

小学校、高校では、体育の授業で運動能力を増し

ていくようになります。甘ができ、筋肉ができて、

身長が伸びてくるという成長に合わせて、運動を

行うことによって、できるだけ連動能力を引き上

げようとする目的で学校体育が行われます。

今、日本人の(平均)寿命は約80歳です。死を

迎えるときは運動能力がゼ、ロになります。人間の

運動能力のピークは大体18，......20歳です。 20歳ま

では、このピークの運動能力をもっと増やそうと

いうことで中学校、高校で、体育やトレーニング

を行うのです。そのトレーニングの究極がオリン

ピックに11'，るようなスーパーノーマルアスリート

ということになります。

ところが20歳を過ぎると運動能力が減ってまい

ります。老化という現象です。この連動能力が低

下する時期でも川、かに体力を保っていくか"と

いうことで、トレーニングが行われます。こう

いう総称した形で運動を捉えることができます。

始めに申しましたように、何秒で走れるというこ

とも運動能力ですが、 60歳、 80歳になっても II常

生活を自力ですることができる。朝起きて顔を洗

う、 1!?替えをして、歯を磨いて、食事して、トイ

レに行って、夕方には自分で風呂にも入る。そし

て、寝るという、日常生活、これらすべてが運動

能力です。そういうことを含めて常に運動能力を
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保ってやるということが大事なのです。成長期は

成長期で、 40歳は40歳、 60歳は60歳、 80歳は80歳

の運動能力を保つような指導があると思います。

<2 運動能力を決める因子>

運動するためには筋肉の活動が必~です。筋肉

が収納することによって運動が行われます。その

もとには、エネルギーが必要になってきます。 11L

も同じで動かすためにはガソリンを燃やして走り

ます。人rmの場合の糖や!脂肪を筋肉の中で燃やし

て、 ATPというエネルギーをつくっていますり

エネルギーをつくる筋肉がないということは、つ

まり工場がないということと同じになり、人間は

活動するためには、筋肉が非常に大事だというこ

とですo (凶-1 ) 

中学・高校の時は太い足をしています。ところ

が、就職して働き 11:¥すと歩かなくなり、足が*111く

なってくる。さらに50歳を越えますと、急に大腿

部が制くなってしまう。これは大腿四頭筋の筋肉

量が急に減ってくるためで、これに伴って糖や脂

肪が燃えなくなります。そうなると制尿病、高脂

血症、肥満症になりやすくなります。そういう

意味でも筋肉は非常に重要な訳です。

筋肉でエネルギーがつくられるのですが、エネ

ルギーをつくるために必要なものは、原料と酸素

の2つです。原料にあたるのが相と1m肪でこれら

を燃やすために酸素が必要です。この酸素を取り

込むところが肺であり、酸素を燃やす場所は筋肉

ですから、 11rIiから筋肉まで酸素を送ってやらなく

C02 

02 
肺でのガス交換

ATP 

一..C02 

"-. H20 

組織でのガス交換

図-1 運動に関する 3因子

てはなりません。酸素を送るトラックにあたるの

が心臓から拍出される血液です。刷iで酸素を体内

へ取り込む能力を酸素摂取量といいます。また、

酸素を筋力で燃やす能力を酸系消白ほといいます。

酸素を燃やして、エネルギーをつくるところが筋

肉で、いわば工場にあたります円般素の取り組み

口が肺ということになります。

ところが、工場でものを燃やすと廃棄物が出て

きます。ガソリンも燃やしますと排気ガスがでて

きます。人IH1の場合も同じで、糖と脂肪を燃やし

ますと廃棄物が出てまいります。糖と脂肪は、炭

素と酸素と水素の化合物です。 炭素が燃えると二

酸化炭素になる。水素が燃えると水になる。この

水と炭酸ガスが筋肉の中で作られる老廃物です。

ところが水は私たちの身体にとって有害な物質で

はありませんo 水がIH来てきても、腎臓が正常で

あれば、汗や尿として出ていきますゴところが、

炭酸ガスは身体にとって有害な物質です。これは

身体の外に出さなくてはいけません。どうやって

放り出すかといいますと、酸素がたどってきたの

逆の経路を通ります。つまり、筋肉から出た炭酸

ガスはIfu液によって心臓に運ばれ、心臓から!怖に

至って、呼気から体外に放 11¥されます。

肺はこのような形で、エネルギーを燃やすため

の般素を取り込んで、燃えかすの炭般ヵースを体外

にIJjすという“ガス交換"の役目を担っていますc

<3 肺の役割は>

①ガス交換について

さて、心臓・ nrtiは胸郭に包まれていますむ肋骨

という骨と、肋'肖と IJ力.nの間にある肋IHJ筋という

筋肉によって守られています。話はちょっと飛び

ますが、一書人間の身体で守ってやらなくてはい

けないのは豆腐のように柔らかい脳です。従って

Il出は甘で守られています。本JTiで話をすすめてい

る肺は風船のようにパンクしやすい臓器です。で
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図-2 肺胞と毛細血管でのガス交換

すから肋骨と肋間筋で守られています。人間の胸

郭は釣り銃押!になっています。この中に、気管が

あって、気管支が枝分かれしています。酸素が入っ

て来てずっと枝分かれしていて、一番末梢まで行

きつきます。般素はこの気代支を通ってIltli胞に致

達します。 IMi胞の面砧は全部合わせるとテニスコー

ト半分くらいでそこで瞬間的にガス交換ができま

す。

l仰1胞の周りを血管が取り巻いています。ちょう

ど、メロンの皮のような形です。表而に肺動脈が

あり、酸素を取り込んで、動脈血に変わって心臓

に帰る。肺の中の酸素分子は、血管と接している

ところで瞬間的にガス交換が行われます。(図-

2 )安静時では0.75秒で通り抜け、その 3分の 1

の時間の約0.25秒位で静脈血lがほとんど椴素化さ

れます。(図-2)平地で普通に空気を吸ってい

るところでは、 Pa02は80--100torr位で、す。とこ

ろが、高い山に登るとPa02が下がってまいりま

すむこうした高地で・は酸素濃度が五れ、から、それ

に代償するために血液量を多くしないといけない。

すなわち、酸素を運ぶトラックのほを増やすこと

になります。赤血球が多くなった状態で海抜まで

降りてきますと、亦Ifn球という酸素を運ぶトラッ

クが多い状態で運動ができるようになります。こ

の日的で高地トレーニングが行われます。

運動しても健常人ではPa02はほとんど低下し

ない。 11市気!匝などのl!JIiの病気の人は運動により p

a02が低下してきます。胃や爪が紫色になったり

します。炭酸ガスもほぼ変わらず、最大に近づく

と少し低下してきます。 PaC02が運動中に上が

るということは身体の中に、筋肉の中でできた老

廃物の炭酸ガスが縮まるということです。正常人

では運動時にPaC02が上昇することはありませ

んo

②換気について

では、ガス交検するためには何が要るでしょう

か。私達のいる室の空気には炭酸ガスが溜まって

います。この空気をフレッシュにするためには、

空気を入れ換える“換気"が必要になります口人

間の身体も同じです。肺の中にある空気を入れ換

えしてやらなくてはいけません。これを“換気

CVentilation) "といいます。

正常の|駿素と炭酸ガスを保つためには、常に私

たちの肺では換気が行われています。換気するた

めには呼吸運動が必要になってきます。

③呼吸運動一呼吸筋が関与一

「運動」を行うためには筋肉が必要になってき

ます。では、換気に関係している筋肉とは何でしょ

うか口呼吸運動に関係している筋肉には、腹筋、

横|州民、肋間筋があります。ではもう少し分けて

考えましょう。まず、吸うときの筋肉(吸気筋)

には、腹式呼吸に使う横隔膜筋と、もう一つは11何

式呼吸に使う肋間筋があります。では、どちらの

筋肉を使った方が楽な呼吸が出来るか。実は腹式

の方が効率のいいH予吸がIIj来ます。

それには、いくつか理山があります。 1つ目は

大きな筋肉を使った運動は疲れにくいのです。小

さな筋肉を使った運動はすぐ疲れます。人間一番

大きな筋肉は何かと言いますと、大腿四日f筋といっ

て大腿の筋肉です。この筋肉を使いますと、 11時

間でも 2時間でも疲れませんo でも、前腕の小さ

な筋肉を使うとすぐ波れます。この論で行きます

と、横隔膜筋の方が肋間筋より大きいのです。第

2のI型由としては、運動の方向が|期係してきます。
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人mJは寝る時以外、立って生活しますね。そうす

ると、運動の方向は下げる運動の方が楽なので、すo

斜め上に動く肋間筋より下に動く儲隔膜の方が

楽なのです。さらに、 JFF臓は横|刷肢の下に付・いて

います。下に動く時に肝臓が重りの役割lをするた

め、腹式呼吸の方がずっと楽になります。ところ

が、この 2つの筋肉は最大限まで運動すると疲労

してしまいます。

心臓の筋肉が疲労してしまうと心不全になる。

呼吸も同じで、呼吸する筋肉が疲労してしまう

とH子吸不全という状態になってしまいます。とこ

ろが、わたしたちの身体はうまくできており、運

動により息も絶え絶えになり、呼吸筋が疲労して

しまっていても大丈夫なメカニズムをもっていま

す。

それは胸鎖乳突筋や的I~m筋などの背を支えてい

る筋力群が加わって働いてくれます白これを呼吸

補助筋といいます。いわゆる、肩で息をするよう

な“肩呼吸"です。肩H子l肢をしている聞に呼吸筋

を休ませて回復するのです。しかし、肩呼吸は一

番効率の惑い呼吸です。真j二に動く運動で・すし、

引き上げる胸郭には腕や乳房とかいろいろなもの

がついていますので、一番エネルギーを使う効率

の忠い呼吸方法です。

一方、安静H寺に息を吐くときはどの筋肉も使っ

ていませんo 力を抜くだけです。努力時iこ息を吐

くときに使う筋肉「呼気筋」と言われるのは腹筋

だけです。よく、腹筋を鍛えるといわれるのは、

呼気筋を鍛えて、換気1，(を増やすためなのです。

以上のように、呼吸運動が行われますが、一番効

率のよい呼吸法は腹式呼吸です。このことを理解

しておいてくださし」

<4 運動時の換気反応から何がわかるのか>

安静時では、 6--8R-/分の空気を入れ換えて

います。この状態から徐々に運動していくと、換

気品は徐々に増えて、ある時点で急に，忠が弾み

(ポイント A)、さらに運動の強さを憎ますともっ

と弾む(ポイント B)ような換気の反応が見られ

ます。心:f1~1数ではこういうことは起こりませんo

心拍数は直線的に上がっていきますが、換気の場

合では、以大の約50%で折れ1111がるポイント Aが

見られます。これは、筋肉のrlJでできる乳般の濃

度が関係しています。この乳酸ができてくるポイ

ントと一致して換気iHが増えてまいります口乳酸

は酸で、校労物質であります。私たちの身体はア

ルカリ性で/11来ていますので、酸ができると中和

してやらなりませんo それで、中和するためには

Ifll液の中にある重炭般塩 (HC03-)という物質

が必要になるのです。それが乳酸の水素イオン

(H+)を取って、 H2C02になり、炭駿ガスと水

に交換されます。炭椴ガスはそのまま!怖から排出

され、乳酸は肝臓でもう一度エネルギーに変えら

れていきます。

この乳般が噌えてくるところで、炭素ガスが増

えてくるため、急に忠がはずんできます。これが

ポイント Aで、嫌気的解糖|羽といいます。

このグラフでXというところがありますが、こ

れは酸素が筋肉の中に充分にあるようなむ酸素状

態で運動しているところにあたります。これを好

気的運動(アエロピック・エクササイズ)、いわ

ゆるエアロピクスです。

ところが、乳酸ができるような状態でも運動は

できます。乳酸ができても重炭素水 (HC03-)

で中和しながら運動している状態 CYのレベル)、

これを嫌気的運動(アンアエロピック・エクササ

イズ)といいます。凶のYレベルにあたります。

ところがZのところになりますと、身体の'11に中

和物質はなくなってしまいます。すると、乳酸は

蓄積されて、運動がこれ以上統けられない「ギプ

アップ」ということになります。マラソンでも先

日U~í集団、何人も走っていますが一人、また一人と
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‘ 安静時

A:嫌気的解槍嗣値

X:好気的運動
Y+Z:嫌気的運動

X 

B:呼吸性代償問値

Y:乳酸中和能(lsocapnic Buffering) 

図-3 運動時の換気反応

脱落していきます。これは Zレベルになって中

和物質がなくなるため、Jlli動が続けることができ

なくなるためです。(図-3)

健康のための迎動、エアロピックな運動、脂肪

を燃やす運動、|肥満を避けるような運動、糖尿の

治療、高脂血症を避ける迎動では酸素を充分に取

り込んで筋肉で社liや脂肪を燃やしながら迎動する

ことが必要です。 Yレベルや Z レベルのような

強い運動をしても脂肪が燃焼しないし、政せませ

ん。

このように換気反応を見ることで、筋肉がどの

ような状態で運動をしているかということが分か

るのです。筋肉の中を見ることはできませんが、

運動しているときの換気をモニターすることによっ

て、筋肉の状態が分かるのです。もっと言えば、

筋肉の L~Iで起こっている代謝を呼吸で知ることが

出来るのです。

トレーニングに関しては、好気的運動のトレー

ニングをすると AT(嫌気的解制|却値)や脂質の

代謝能が改善しますが、最大下に近いような強い

運動でトレーニングすると、有酸素能がよくなる

だけでなく、乳酸を中和する力(lsocapnicBuf-

fering能)がflIJびて、最大運動能が憎加します。

<5 運動時の呼吸の仕方について-効率のよい

呼吸とは>

どういう息の什:方をすれば効率のよい換気がで

きるかについてお話します。(I河-4)険気量は

1回換気量(1 1叶換気足)と|呼吸数に分けること

ができます。強い運動になりますと、呼吸に余裕

がなくなって、 H手吸の仕:志を考えるどころではな

くなりますが、軽い運動H寺ではいろいろな呼吸法

ができます。 Aは1II!J換気量を大きく、 H子吸数を

少なくした iSlowdeep呼吸」、 Bは 1lii1換気却

が小さく、呼吸数が多くなる iRapidshallow呼

吸vで‘すo Aの方は深くてゆっくり、 Bの方は浅

くて速い、この 2つを我々はコントロールするこ

とができます。どっちの呼吸がガス交換にはいい

のでしょうか。正解はAです。(図-4) 

なぜかと言いますと、安静|時では500ccの空気

を吸っています。ところが、 150ccは気道とか[J

に残り、あとの350ccが肺胞まで入ってガス交換

に利mされます。運動l時でも口や気管に残る空気

の量は150ccとほぼ変わらないため、制j胞に入っ

てくる空気を多くするためには、 1回換気量を憎

やすことが有効になってきます。(図-5)

呼吸をコントロールできるときにはできるだけ

ゆっくりとした呼吸を心がけることで酸素をうま

く取り入れることができます。よく呼吸器の患者

さんに呼吸の指導をするときには、吸って吐いて、

吸って1]1いてではなく、吸って吸って111:~、て吐い

て吐いて吐いて、というように|吸気と呼気の比を

1対2、あるいは 1刈'3で指導します。こうする

ことによって、深い呼吸を行い、ガス交換率を高

めるようにします。

<6 運動能力向上のための呼吸とは>

では、運動能力をよくするための呼吸方法には、

どのような方法があるでしょうか。 1寄目は酸素

を充分に取り入れながら運動することです。アエ

ロピック・エクササイズ、できるだけこの運動を

行ってくださし」もっと言いますと、息を止めて
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A. 910w dcep呼吸 B. rapid shallow Ifl<ll& 

換気=1回換気量

×呼吸散

安静時 運動 安静時 運動

図-10 運動時の呼吸パターン

1回換気量

50似ヨ巴 ーーー/' " 

150cc 350∞ l浅い呼吸

気管~
(一定)

ガス交換

1ω0∞/'  " 

160re 850∞ }深い呼

気管 '- /'  
(一定) ..u-:一一

Nハコに幌

図-11 1回換気量が500mlと1000mlの呼吸の

比較(深い呼吸の方が肺胞に入る空気

が多くなる)

るのはよくありませんo 忠、を吐きながらしてくだ

さし、。息を止めてすると、血圧が一気に上がりま

す。;J~い日の夜間にトイレで、大使をするときに、

高血圧の人が脳卒中で倒れているのはこのためで

す。 5番目として呼吸をするときは腹式H予吸が一

番効率の良い呼吸、有利な呼吸です。肩呼吸はし

んどい呼吸、無駄な呼吸です。

以上のことに注意して、運動H寺には呼吸を意識

しながら、効率よく、しかも酸素を充分取り込ん

運動しないことです。 例えば、息をこらえてす だ運動をなさってくださ L、。しかも年齢が増えれ

る腕相撲はよくないです。顔を真っ赤にしておこ ば増えるほど、このことは大事になってきます。

ないますが、これはアドレナリンというホルモン いつまでも、正しい呼吸を行いながら、楽しくス

が瞬間的にでて、血圧が上がるため、特に年配 ポーツを続けていきましょう。

の人では避けてくださ1.'0 2番目はリラクゼーショ

ンD 息をするときには肩の力を抜き、身体の力を

抜いて、リラックスして呼吸をしてくださし、。 3

al日は息を止めて運動しない。私のゴルフ友達に、

ものすごくドライパーを飛ばす人がいて、今まで

21里|肺が)~ンクする気胸を起こしました。どんな

ふうにしてゴルフをしているのが尋ねたところ、

大きく息を大きく必を吸ってドライパーを振って

いるようです。大きく息を吸うと11m胞はいっぱい

に膨らんでいる。その状態で体をねじるとlldilj包に

大きな力がかかります。運動するとき、特に体を

ねじるような場合は必ず息を吐きながら行うこと

が大切です。 4番目として息を吐きながら運動す

るo ラジオ体操で体をねじるときも忠をI吐きなが

ら行ってくださし、。大使をする時も息をとめてす
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