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トレイルランニングにおける Back to back トレーニングの
生理的応答および疲労度
―市民トレイルランナーを事例として―
木村

怜央
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Physiological Responses and Fatigue of Back to Back Training in Trail Running
―A Case Study of Citizen Trail Runner―
Reo Kimura
Abstract
【Purpose】The purpose of this study was to examine physiological responses and
fatigue during back to back training.【Methods】Subject was one male citizen trail
runner. We have set up two types of back to back training courses. One is a circuit
course (10 km x 3 laps, accumulated elevation gain: 2385m) and the other is a round-trip
course (35.4 km, accumulated elevation gain: 2490m). Subjects completed to train on both
courses for two consecutive days. We measured exercise performance (running economy,
maximum knee extension/flexion isometric strength), physiological and biochemical
responses ( resting heart rate, body weight, plasma CK and LDH activity, blood glucose,
α -amylase and cortisol of salivary stress markers, urinalysis, self-reported fatigue) before
and during two days of
back to back
training and over the next two weeks.【Results】
・
・
As running economy, VO2 at 50% VO2max increased from 1795 ± 42 ml/min of the Pre
value to 1838 ± 70 ml/min at Post 3day, decreased to 1823 ± 51 ml/min at Post 7day,
and almost recovered
to 1784
± 42 ml/min at Post 14day in the lap course trial. On the
・
・
other hand, VO2 at 50% VO2max did not significantly change from the baseline in the
round-trip course trial. Maximum isometric Knee extension and flexion strength in both
course trials decreased im-mediately after training, but increased above the Pre-value on
the 5th day of the recovery period. CK and LDH increased on training days but returned
to baseline on the 3 day of recovery period, and the change was greater in the lap course
trial.【Conclusion】Our results suggested that back-to-back training causes a decrease
in running performance, maximum isometric muscle strength, and autonomic nervous
system fatigue. Although their physiological response and fatigue recovered within about
5 days, it may take about 2 weeks to recover running performance.
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Ⅰ．緒言

については解明されていない．またこのト

トレイルランニングとは，登山道や林

レーニングを実施するにあたり様々なコー

道などを主とした未舗装路で，専門的な山

スが想定されるが各コースでの身体の応答

岳装備などを使わず，アップダウンのある

や負担の違いについても検討されていな

野山で行われるスポーツであり，健脚を競

い．したがって，Back to back トレーニン

い順位をつける競技と定義されている（日

グにおける生理・生化学的応答や疲労につ

本トレイルランニング協会，トレイルラン

いて解明することは，このトレーニングの

ニングレース競技規則）．先行研究による

有効性，またこのトレーニングによるオー

とマラソンをはじめとする長距離走のパ

バートレーニングや怪我のリスクマネジメ

フォーマンスは最大酸素摂取量，ランニン

ントについて考え実践するための基礎的エ

グエコノミーおよび最高走速度等である

ビデンスになり現場への示唆を与えると考

程度決定される，これは，平均完走時間

えられる．

が 12 時間の 75 ｋｍトレイルレースでも当

よって本研究では Back to back トレー

てはまり，完走時間と有酸素性能力との間

ニングにおける生理的応答および疲労度

に密接な関係があることが報告されている

を，異なるコースレイアウトの周回コース

（Balduc-ci,2017; 高山 2019），一方で競技時

および往復コースでのトレーニング時の生

間が超長時間にわたる 305km のトレイル

理・生化学的応答および疲労度について検

レースでは，完走時間と有酸素性能力との

討することを目的とした．

間には相関関係がないことが報告されてい
る（Gatterer,2013）．この要因は超長時間

Ⅱ．方法

にわたるトレイルランニングレースでは，

１．被験者

有酸素性能力以上に筋損傷への耐性，気候

被験者はトレイルランニングの競技歴

の変化や胃腸障害等のトラブルに対処する

5 年以上の市民トレイルランナー 1 名とし

能力や栄養補給戦略等がパフォーマンスと

た．被験者の身体特性は，身長 168.1cm，

密接に関わっているからだと考えられる．

体 重 61.1kg， は VO2max 61.5ml/kg/min

このように有酸素能力以外もパフォーマン

であった．また，実験に先立ち，被験者に

スに影響を及ぼすと考えられている競技で

はあらかじめ本研究の目的および方法等を

あることから，有酸素以外の実践的な能力

口頭・書面にて説明し，本研究への参加に

も強化するトレーニングを実施する必要が

対して同意を得た．本研究は，仙台大学倫

あると考える．

理審査委員会の承認を得て行われた．

・

超長距離を走るトレイルランニングを専
２．実験デザイン

門とする選手間で行われているトレーニン

周回コース（走行距離；31km/1 日，獲

グに「Back to back トレーニング」がある．
このトレーニングは 2 日間連続での高強

得 標 高；2385m） お よ び 往 復 コ ー ス（ 走

度・長時間トレーニングを行うことで，実

行距離；35.4km/1 日，獲得標高；2490m）

際のトレイルランニングレースと同様の負

での Back to back トレーニング（2 日間）

荷をかけることを目的としたトレーニング

時の生理学的応答，そして，トレーニング

である．しかし，競技特性から考えられる

前後，その後 2 週間の期間（トレーニング

特異的なトレーニングである Back to back

後 3，5，7，10，14 日目）にランニングパ

トレーニングの生理的応答や疲労・負担度

フォーマンスおよび生理・生化学的測定を
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図 1．実験デザイン

行い生理的負担度，疲労度および回復度

いて 7 時間 33 分 26 秒，2 日目は 7 時間 26

を評価した（図 1）
．測定項目は 50% およ

分 11 秒であった．

・

び 80%VO2max 強 度 で の ラ ン ニ ン グ エ コ

平均心拍数は周回コースの 1 日目におい

ノミー（RE; VO2），最大等尺性筋力，Q/

て 133 ± 15 拍 / 分，2 日目は 127 ± 15 拍

H 比，血清 CK および LDH 活性，唾液コ

/ 分であった．トレーニング時の最大心拍

ルチゾールおよびアミラーゼ，尿検査，起

数は 1 日目が 160 拍 / 分，2 日目が 151 拍

床時心拍数，主観的疲労度，トレーニング

/ 分であった．往復コースは 1 日目におい

時心拍数および血糖値，トレーニング時の

て 129 ± 14 拍 / 分，2 日目は 122 ± 11 拍

摂取エネルギー量とした．トレーニング距

/ 分であった．トレーニング時の最大心拍

離は先行研究および実践例を参考にした

数は 1 日目が 158 拍 / 分，2 日目が 140 拍

・

（Philip ls, 2017; Trail Runner, https：//

/ 分であった．

trailrunnermag. com/trai-ning/workout-s/

平均ペースは周回コース 1 日目では 12

back-back-long-runs-workouts-next-l-evel-

分 31 秒 /km，2 日目は 13 分 10 秒 /km であっ

train-ing-done-right. html）．

た．往復コースでは 1 日目は 12 分 37 秒 /
km，2 日目は 12 分 42 秒 /km であった．

３．統計処理

RE 測 定 の VO2 は 周 回 コ ー ス の

最大等尺性筋力（両脚）は Pre 測定の測

50%VO2max で は Pre 値 の 1795 ± 42ml/

定値を 100% として，各測定日の Pre 値か

min から Post3 では 1838 ± 70ml/min に増

らの変化率を算出した．

加し，Post7 では 1823 ± 51ml/min に低下

Ⅲ．結果

表 1．周 回および往復コースでの Back to back トレーニ
ング中の運動時間、心拍数および摂取エネルギー

トレーニングタイムおよび運動強度を表
1 に示す．トレーニングタイムは周回コー
スのトレーニング 1 日目において 6 時間
38 分 00 秒，2 日目は 6 時間 50 分 40 秒であっ
た．往復コースはトレーニング 1 日目にお
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Tra2-pre に お い て Post1 で は 1369U/L か
ら Post1 で 1805U/L と 上 昇 し た（ 図 3）．
一方往復コースでは，Tra2-pre では 869U/
L から Post1 では 1205U/L と周回コースと
同様の傾向となったが低値を示した．LDH
も同様に周回コースが往復コースと比較し
て大きく疲労した値を示した．

図 2．Back to back トレーニング前およびリカバリー期の
50%Vo2max 運動時の Vo2 の変化

し，Post14 に お い て 1784 ± 42ml/min と
Pre 値までほぼ回復した．
往復コースは Post3 において Pre 値以下
でありその後も VO2 が増減することはな
かった．

・

周 回 コ ー ス の 80%VO2max 強 度 で は
Post3 において Pre 値の 2899 ± 87ml/min
から 2946 ± 43ml/min へ増加し，Post7 に
おいても 3058 ± 93ml/min へ増加してい
た．Post14 おいて 3017 ± 101ml/min と回
復傾向を示したものの Pre 値まで回復する
ことはなかった．一方で往復コースでは全
Post 測定で変化は見られなかった．

図 3．周回および往復コースでの Back to back トレーニング
前、期間中、リカバリー期の CK および LDH の変化

膝関節伸展・屈曲最大等尺性筋力はト
レーニング直後は低下するものの両コース

唾液ストレス，起床時心拍数，主観的疲

のリカバリー期で Pre 値を上回る筋力増加

労度は往復コースと比較して周回コースが

を示した（表 2）．

疲労していことを示す結果となった．

CK に お い て も 周 回 コ ー ス に お い て

表 2．周回コースおよび往復コースでの Back to back トレーニング前、期間中、リカバリー期の膝関節伸展および屈曲時
の最大等尺性筋力の変化
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も RE は心理的要因など様々な要因に影響
Ⅳ．考察

を受けると考えられているため（Barnes,

本研究では往復コースと比較して周回

2015）それらが RE の回復の遅れを引き起

コースで大きな疲労が見られた．顕著な違

こした可能性がある．また Q/H 比が 2 週

いとして周回コースでの Back to back ト

間後も回復しなかったことも RE の低下の

レーニングにおいて 7 日後の RE が Pre 値

要因として挙げられる．ハイレベルなラン

まで回復していなかったことが挙げられ

ナーとレクリエーションナルレベルのラン

る．レクリエーショナルレベルのランナー

ナーを対象とした先行研究では Q/H 比が

を対象にマラソン後の有酸素性能力を検討

高い群ほど RE が高いことが示されている

した研究では，マラソンから 7 日後の RE

（Sundby, 2014）．トレイルランニングは通

を計測したところマラソン前の RE に回復

常のランニングと比較し，ハムストリング

していた．また膝関節伸展筋力および屈曲

がより動員されると考えられるため，Q/H

筋力も 7 日後には回復しており，筆者らは

比の構成比が高いことが RE の低下を抑制

マラソン後の疲労は 7 日後には回復すると

すると推察される．

結論付けている（Takayama,2017）．

両コースともにトレーニング 5 日後以

距離 166km，累積標高 9500m のマウン

降に大きな筋力の増加がみられたことの

テンウルトラマラソン後の回復過程を検証

要因として先行研究では持久的運動時で

した研究では，最大等尺性筋力，随意活性

は Type Ⅰ線維においてよりグリコーゲ

（VA），CK,LDH，主観的疲労度の VAS か

ンの枯渇が起こることから，結果として

らレース後の筋力低下および回復過程を

Type Ⅱ線維の動員が引き起こされている

検討している（Millet, 2011）．この研究で

ことを報告している．このことは，今回の

はレース直後の CK は 15775U/L, LDH が

Back to back トレーニング時に Type Ⅰ

1448U/L と高値を示していたが，9 日後で

線維においてグリコーゲンのより大きな枯

はレース前の値へ回復していた．また伸展

渇が生じていたと仮定すると回復期におい

筋力の中枢性疲労を表す随意活性（VA）

て Type ⅠおよびⅡ線維におけるグリコー

はレース直後ではレース前から 19% 低下

ゲンの再貯蔵がなされる一方で，Type Ⅱ

していたが 5 日後には回復していた．そし

線維の動員が引き続き持続したことで筋

て足関節底屈筋力を除く多くの測定項目が

力が高まった可能性があると推察される

9 日以内に回復しており，筆者は多くのウ

（Krustrup, 2004）．

ルトラディスタンスのトレイルランニング

往復コースと比較して周回コースのト

レースの疲労は 14 日以内に回復すると結

レーニングでは生理的負担が大きく，疲労

論づけている．しかし RE の回復について

も大きいことが認められた．周回コースで

は検討されていない．本研究では RE とと

の Back to back トレーニングは高強度の

もに生理的，生化学的な検討をしたが，そ

負荷がかけやすい一方で，大きな疲労を引

の結果 RE のみが 2 週間後においても回復

き起こすことから実施する際には十分注意

していなかった．この RE の回復の遅れの

する必要がある．

要因としては本研究では測定していない
Ⅴ．結論

が，先行研究で示された足関節底屈筋力の
低下が原因だった可能性がある．また末梢

Back to back トレーニングよってラン

神経系，中枢神経系での回復が見られて

ニングパフォーマンスや最大等尺性筋力の
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低下，そして，自律神経系の疲労が見られ

in a Tropical 161-km Ultra-marathon.

た．またそれらの生理的応答や疲労は概ね
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5 日以内に回復したものの，ランニングパ

Science.10(3): 465-478.

フォーマンスの回復には 2 週間程度かかる
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