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ウォームアップ中の音楽聴取が生理・心理学的応答および
無酸素性パフォーマンスに与える効果
納

寛大
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Effects of listening to music during warm-up on psycho – physiological
responses and anaerobic performance.
Kanta osame
Abstract
PURPOSE: The purpose of this study was to examine the effect of listening to music
during warm-up on psycho-physiological responses and anaerobic performance in college
students. METHODS: 9 male college students were participated in this study. They
completed 3 trials; Silence, Tempo and Music trial. The tempo of the sound used by this
research was made 120-140BPM. And, Used music was made 120-140BPM. We measured
the questionnair of psy-chological test (POMS2), electroencephalogram (EEG; θ, α and β
wave) before and after warm-up at 50-70% VO2max for about 20 minutes using bicycle
ergometer under 3 conditions. Ventilation (VE), oxygen uptake (VO2) and heart rate
(HR) of cardiopulmonary functions were measured dur-ing warm-up. Also, we tested
the repeated sprint ability test (RSA test) as an anaerobic performance after warmup, recorded peak pedaling rate and peak power. RESULTS: There was no significant
difference in cardiopulmonary responses during warm-up in 3 trial. However, VE of Music
trial slightly higher than that of Silence and Tempo trial. The score of the positive item
of psychological test was similar in 3 trial, but the negative item of Music trial tendency
to lower compare with Silence and Tempo trial. From brain waves before and after the
warm-up, θ wave of Music trial was significantly higher than that of Silence and Tempo
trial (P<0.05), and α and β wave were tendency to decline and low value compare with
Silence and Tempo trial. Peak power and pedaling rate were tendency to higher in Music
trial. CONCLUSION: These results suggest that listening to music in the warm-up may
be enhanced anaerobic performance.
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Ⅰ．はじめに

Ⅱ．目的

スポーツシーンにおいてウォームアッ

運動習慣のある大学生を対象に，主運動

プ時に音楽を聴くアスリートを多く目にす

前のウォームアップ時に音楽聴取をし，生

る．トップレベルの選手から一般のアス

理・心理学的応答および無酸素性パフォー

リートに至るまで音楽を聴きながら体を動

マンスに及ぼす影響について検討すること

かしていると考えると，スポーツと音楽に

を目的とする．

は関係性があるように思える．音楽が運動
時の生理・心理学的応答へ及ぼす影響につ

Ⅲ．方法

いて検討した研究は，速いテンポ（Juslin

１．被検者

& Sloboda, 2011, Baumgartner, 2006）， 反

被験者は S 大学に属する健康な成人男性

対 に 遅 い テ ン ポ（Juslin & Sloboda, 2011,

9 名であった（表 1）．研究に先立ち，被験

Savan, 1999），または好きな音楽（Conrad,

者にはあらかじめ本研究の目的および方法

2007, 福井 , 2001）に分けられることが多

や予想されるリスク等について口頭・書面

い．しかしこれらは運動中に音楽を聴取し

にて説明し，本研究への参加に対して同意

た際の効果・効能に関する研究であり，ス

を得た．なお，本研究は仙台大学倫理委員

ポーツ選手が実際に直面するようなウォー

会の審査を受け承諾を得た．

ムアップ中に音楽を聴取し，その後のパ

表 1．被験者の身体特性

フォーマンスに及ぼす効果やそのメカニズ
ムについて検討した報告は乏しい．従って，
ウォームアップ中に音楽を聴取し，運動パ
フォーマンスに与える影響を検討し明らか
にすることは，これからのスポーツシーン

２．実験デザイン

において，運動・スポーツ活動時における
音楽の有用性，またウォームアップ時の運

実験室来室後 10 分間安静にさせ，質問

動効率の向上，さらにはパフォーマンスの

紙による心理テスト（POMS2）に記入さ

向上をも得られるのではないかと考える．

せた．その後 10 分間安静閉眼座位にて脳
波：（EEG）を測定した．次に，最大酸素
摂 取 量（VO2max） の 50 〜 70% 強 度（50

図 1．実験デザイン
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〜 70%VO2max）でのウォームアップを自

Bonferroni 法を用いた．有意水準は P ＜ 0.05

転車エルゴメータにて，音なし（Silence 試

とした．ウォームアップ前後の各試行にお

行）
，テンポだけ（Tempo 試行），および

ける脳波については，対応のある t-test を

音楽あり（Music 試行）の 3 条件下で約 20

用いた．有意水準は P ＜ 0.05 とした．

分間行わせた．ウォームアップ中は，心拍

表 2．本研究において使用した楽曲

数（HR），分時換気量（VE），酸素摂取量
（VO2）の呼吸循環応答を測定した．ウォー
ムアップ終了後，再び心理テストに記入さ
せた後，安静閉眼座位にて EEG を測定し
た．EEG 測定後，無酸素性パフォーマン
スの評価のための Repeated sprint ability
test（RSA test）を行い，ピーク回転数，
最大パワーおよび総仕事量を評価した（図
1）．
３．本研究で使用するテンポと音楽
本研究で使用したテンポは，先行研究

Ⅳ．結果

（Karageorghis, 2012）において運動に適し
ているとされる 120 ～ 140bpm のテンポを

ウォームアップ時における呼吸循環応

参考に 130bpm とした．また使用した音楽

答について，HR，VE および体重当たり

は，120 ～ 140bpm のテンポに相当する音

の VO2 はどの試行においても有意な差は

源を条件とし，被験者による嗜好を踏まえ

認められなかった．しかしながら，VE が

被験者本人に選曲させた（表 2）．

tempo および music 試行においてウォーム
アップ中は高く推移した（図 2）．ウォー

４．統計処理

ムアップ前後での心理テストではポジティ
ブ項目の得点は有意な変化は認められず，

測定の結果は平均値±標準偏差で表記
した．各試行間の比較には一元配置分散

3 試行いずれも高いまま推移した．しかし

分析を用いた．加えて post hoc test では

ながらネガティブ項目は有意な差は認めら

図 2．silence 試行，tempo 試行，music 試行におけるウォームアップ中の VE の変化
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れなかったものの music 試行のみ低く推移

ンステストではピーク回転数，最大パワー

する傾向が見られた . ウォームアップ前後

および総仕事量において高く推移する傾向

での脳波では music 試行においてθ波が

が見られた．これは音楽を聴くことにより

有意に高値を示し（図 3），αおよびβ波

運動‒音楽同調の兆候（亀井ほか，2012）

についても有意な差は認められなかったも

が見られ，その結果，脳波のθ波が優位に

のの低下・低値を示す傾向が見られた．パ

増加し，また有意差は認められなかったも

フォーマンステストについては，ピーク回

のの，α , β波は低下・低値を示したこと，

転数，最大パワーおよび総仕事量のすべて

さらに心理面でネガティブな感情が低く

の項目において有意な差は認められなかっ

なったことが原因と考えられる．

たものの music 試行において高値を示す傾
Ⅵ．結論

向が見られた（表 3）．

本研究から得られた知見から，ウォーム
Ⅴ．考察

アップ時に音楽を聴取すること，あるいは

本研究は，運動前のウォームアップ時に

運動・スポーツ活動時における音楽の聞こ

音楽聴取をし，生理・心理学的応答および

える環境は，運動パフォーマンス向上やメ

パフォーマンスに及ぼす影響ついて検討し

ンタルヘルスなど健康の維持・増進に大き

た．その結果，music 試行ではパフォーマ

く貢献する可能性があることを示唆する．

図 3．silence 試行，tempo 試行，music 試行におけるウォームアップ前後の脳波平均振幅の変化率

表 3．silence 試行，tempo 試行および music 試行における RSA test（序盤，中盤，終盤）の最大パワー，体重当たりの最
大パワーおよびピーク回転数
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