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Histochemical Study on the Effect of Voluntary Running Exercise 

upon the Skeletal Muscle Fibers in Rats 

Shigeru KATSUTA, Mamoru TA~l AKA and Kaoru TAKAMATSU 

Wistar strain, male albino rats were used to. examine histochemically the effects of voluntary runn-

ing exercise upon the skeletal muscle fibers. Aniinals were housed in the cage with wheel and carried 

on voluntary runntng exercise for ten weeks. Food intake, voluntary running activity and body weight 

were measured during this study. After ten weeks of exercise all animals were saerificed by et･her anes-

thesia. Then M. soleus, M. plantaris and M. gastrocnemius were taken out, weighed and frozen in iso-

pentane cooled to the temperature of liquid nitrogen. Transverse sections from these ml4scles were 

made and stained for myofibrillar ATPase, a-GPD and DPNH-diaphorase for histochemical analysis. 

Muscle fibcrs were classified to fast-twltch glycolytic (FG), fast-twltch oxidative glycolytic (FOG) 

and slow-twitch oxidative (SO) by examination with a light microscope. 

The results, were summarized as follows: 

1 . Food intake increased in exercised group and decreased in non-exercised group. There was signifi-

cant differenee between both groups after the 4th week of onset of exercise. 

2. Voluntary running activity in exercised group was 5,700m/day averaged during this experiment. 

But difference in individuals was fairly wide from 4,400m/day to 7,600m/day. Voluntary running 

activity for every week reached to peak in the third week and after that time decreased giadually. 

3. In increase of body weight there was no significant difference between exercised and non-exercised 

groups. 

4. Muscle weight in any niuscle except for absolute weight of M. gastrocnemius was 2 to 1 5 percent 

more in exercised group than non-exercised group. 

5. As to muscle fiber composition, rate of FG fiber decreased and that of FOG fiber increased signifi-

cantly in exercised group as compared with nQn-exercised group. It was, therefore, assumed that 

there occurred transformation between these fibers. 

6. Rate of hypertrophy of each type of muscle fiber area was 1 7 to 55 percent when compared with 

exercised and non-exercised groups, and trended to be higher in the fibers having high oxidative 

potential of each muscle. 

From these results, it was found that voluntary running exercise caused transformation of muscle 

fiber type (FG to FOG) and high oxidative muscle fibers had markedly hypertrophy of cross sectional 
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areas　than　those　of1ow　oxidatives　in　each　musc1e．

is　avai1ab1e　for　endurance　training．

Therefore　it　is　suggested　that　this　type　of　exercise

　I　緒　言

　骨格筋における一fiber　typeに関する研究は，ぼ

ぼユ世紀にもおよぶ研究史があるが，中でもトレー

ニングが骨格筋線維におよぼす影響についての研

究は，1897年のMorpurg017，の研究に始まり，こ

れまで数多くの研究報告がなされてきた。

　そのトレーニング手段としては，動物用トレッ

ドミルを使ったスプリントトレーニングや持久性

トレーニング，遊泳トレーニング，ジャンプトレー

ニングなど，種々のトレーニングや負荷条件が用

いられ，それらが骨格筋線維にどのような影響を

及ぼすかについて検討されてきた。

　Morpurg017，は，犬を用いて2ケ月間の激しい

トレッドミル走を行わせた後，M．sartoriusの検

索を行い，筋の総横断面積の肥大率は53～55％で

あったと述べ，その要因は筋線維数の増加による

ものでなく，筋線維の肥大によることを証明した。

また，Petbw㎜d　Siebert㌘，Wa1ker25，は，各・々

ラット，マウスを用いてトレッドミル走運動を負

荷し，オーバーロードの原則を定量的に証明し

た。以来，トレッドミル走を用いたトレーニン

グの研究は数多い。その他，勝田～O）菊地ωは，

ラットを木製の棒につかまらせて体重を支える方

法で，静的筋トレーニングの影響を，Carrowら4，

は，ラットの尾に体重の2％ほどの重りをつけて泳が

せる遊泳トレーニングの影響を，さらに勝田川は，

条件反射としての音刺激によるジャンプトレーニ

ングの影響を，組織化学的に検討し，報告してい

る。また，Gordonら8，は，ヲットの背に30～70g

の重りをつけて，16インチの高さを登る方法で，

いわゆるウェイトトレーニングが骨格筋に及ぼす

影響を報告している。

　しかし，これらはすべて強制的なトレーニング

によるもので，被験動物の自発的・随意的な運動

（Vo1untary　exercise）の影響に関する報告は見ら

れない。

　そこで本研究では，ラットを用いて，自発的な

走運動が骨格筋線維にどのような影響を及ぼすか

について，組織化学的に検討する事を目的とした。

　皿　実験方法

　1、実験対象およぴトレーニング法

　生後3週令のウィスター系の雄ラット10匹を用

い，1週間の予備飼育の後，半数ずっを運動群と

非運動群とした。

　自発的走運動には，ラット回転式運動量測定器

（岡崎産業岨ANAC－70）を用い，カウンター

を読むことにより走行距離を算出した。運動は10

週問継続させたが，毎週のスケジュールは，ユ週

間のうち6日間運動を行わせ，1日休養日とした。

非運動群は30cm×14cmx高さ18cmの大きさの

ケージで1匹毎に飼育された。

　飼料と水は24時間自由に摂取できるようにした。

飼料の組成はコーンスターチ32％，砂糖30％，カ

ゼイン22％，大豆油5％，アビセル5％，除

鉄塩類4％，ビタミン類2％，クエン酸鉄75

ppm（正常食の約％）であった。飼育環境は，

空調によって室温22±2℃，湿度60±5％に常時

維持された。

　2．組織化学的方法および試料作成

　10週問の運動終了後，工一テル麻酔下で，ヒラ

メ筋（M．so1eus），足底筋（M．p1antaris），腓腹

筋（M．gastro㎝emius）を摘出し，秤量の後，筋

腹の部分を数ミリメートルの厚さに横断し，液体

窒素で冷却したイソペンタン中で急速凍結，ピア

ス新型クリオスタット（英国ブライト社製FS－

FCS型）により，厚さ10μmの連続切片を作成し

た。この切片を室温で30分～2時間乾燥させた後

染色を施した。

　組織化学的分析のための染色は，収縮特性を検

討するためにmyosin　ATPase染色（Padyku1a

and　Heman法ユ9〕）を，解糖能力を検討するため

にα一GPD染色（Wattenberg　et　a1法26，）を，そ

して酸化能力を検討するためにDPNH－diapho－

rase染色（Novikoff　et　a1法18〕）を施した。



　3．写真資料の解析

　得られた標本から光学顕微鏡写真を撮影し，

Peterら20〕による分類をもとに，fiber　typeの同定

を行い，FG（Fast－twitch　G1yco1ytic），FOG

（Fast－twitch　OxidatiYe，G1yco1ytic），　S　O

（S1ow－twitch　Oxidati冊）の3つの型に分類整

理した。そしてそれぞれ単位面積（1mm2）当り

の構成比（平均222本：155～283本）と筋線維

1本当りの平均横断面積（平均ユ33本：110～176

本）について比較検討した。なお，面積の算定

にはFi1m解析装置（ナック杜製スポーティアス

GP2000）を用いた。

　皿　実験結果

　1．食物摂取量，運動量および体重の変化

　Fig．且は各週ごとの食物摂取量の変化を示した

ものである。運動群では増加傾向を，非運動群で

は逆に減少傾向を示し，運動開始4週目より両群

間に有意な差が認められた。

　Fig．2は各週ごとの運動量の変化を示したもの

である。それぞれユ日当りの平均走行距離で示し

ているが，運動開始後，運動量は急激に増加し，

3週目でピークに達し，以後ゆるやかに減少した。

その走行距離は運動初期には3．7±1．7㎞■刈ayで

あったが，ピーク時には8．7±2，1k皿／dayを示し

た。また，ユ0週間を通しての平均走行距離は5．8

±1．2k肌／aayであったが，個体差が大きく，最低

4．4k肌刈ayから最高7．6k皿刈ayの範囲にあっ

た。なお，比較のために非運動群に対して，隔週

ごとに1日だけ行わせた平均走行距離は1．3±0．6

k肌／dayで，運動群よりも明らかに少ない値を

示し，何れの週においてもほとんど同様の走行距

離を示した。

　Fig．3は各週ごとの体重の変化を示したもので

ある。運動開始1週目より体重差が見られ，非運

動群が常に運動群を上回っていたが，何れの週に

おいても統計的に有意な差は認められなかった。

　2．筋重量

　Fig．4はラット屠殺時の体重と筋重量を示した

ものである。筋重量にっいては，左に絶対重量を，

右に体重100g当りの相対重量を示した。運動群

’中の数字は，非運動群に対する運動群の割合を
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Fig．3　Changes　of　body　weight

パーセントで表わしたものである。体重は95％と

非運動群の方が大きい傾向を示したが，筋重量で

は，M．gastro㎝eminsの絶対重量の97％を除い

て，何れも2％～15％運動群の方が大きい傾向を

示した。しかし，両群間に統計的な有意差は認め

られなかった。

　3．筋線維の構成比

　Fig．5はM．so1eusとM．p1antarisについて，

単位面積当りの各fiber　typeの構成比を示したも

のである。M．so1eusにはFG線維が見られず，

FOGとSOの2種類の筋線維で構成されている。

また，M．so1eusは一般に遅筋と言われ，遅筋線維

であるSO線維カ夢く，非運動群では83．3±15．3

％，運動群では97．4±8．3％と，全体の90％前後

を占めていることがわかる。なお，両群問に有意

な差は認められなかった。

　M．p1antarisはSO，FOG，FGの3種類の筋
線維で構成されている。この筋は一般に速筋と言

われ，速筋線維であるFOG，FGの両線維が，非

運動群では82．2％，運動群では81．3％と全体の

80％以上を占めており，M．so1eusとともにそれぞ

れの筋の特性を表わしている。また，2種類の速筋線
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Fig．5　PeIcentage　of　the　numbeエof　each　fibe正

　　　type　in　the　so1eus　and　p1anta正is　musc1es

維の割合についてみると，非運動群ではFOG48，2

±7．2％，FG34．0±9．1％であるのに対し，運動

群ではFOG55．6±9．ユ％，FG25．7±5．1％を示

し，FOG，FGの両線維について，両群間にそれ

ぞれ5％水準で有意な差を認、めた。このことは，

自発的な運動によって，M．planta｝isのFOG線維

が有意に増加し，FG’線維が減少したことを示し

ている。

　なお，M．gastro㎝emiusについては，表層部，

中問層部，深層部，また赤筋帯，白筋帯などで，

その分布状況が大幅に異なるため，構成比の比較

対象外とした。

　4．筋線維の横断面積

　Fig．6およびTab．！は，筋の部位別，筋線維

の種類別に，筋線維1本当りの平均横断面積を示

したものである。Fig．6の運動群中の数字は，非

運動群に対する運動群の割合をパーセントで表わ

したものであり，非運動群の値を100％とした際

の運動群の肥大率を表わしている。

　その肥大率を見ると，M．soieusのFOG線維を

除いて，いずれの筋線維にも17～55％の肥大率を

認めた。。これらのうち，Tab．1にも示すように，

M．p1antarisのFOG線維およ．びM．ξastrocne－

miusのSO線維において，運動群および非運動群

間に1％水準で有意差が認められた。

　Fig．7は，運動群および非運動群のラットから

得られたM．p1antarisにおける光学顕微鏡写真

の一例を示す。A・Bは非運動群，C・Dは運動
群のラットのM，p1antarisの連続切片であり，

A・Cはα一GPD染色を，B・DはDPNH－dia－

phorase染色を，それぞれ施したものである。
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Table 1 Comparisons of muscle fiber size of each fiber type in the soleus, plantaris and gastrocnemius muscles 

( 21 um , 
M. soleus sO FOG FG 

,Non-exercise 

Voluntary exercise 

Ratio (V. E/N. E x 100) 

3321.2 i 326.4 

3882.5 i 755.3 

117 

3295.2 i 256.6 

2743.8 i 600.0 

83 

M. plantaris SO FOG FG 
Non - exercise 

Voluntary exercise 

Ratio (V. E/N. E x 100) 

2146.9 i 338,6 

3187.3 i 869.8 

149 

2546.0 i 225.6 

3950.8 i 532,9 

155* 

4230.2 i 654.4 

5402.5 i 733.8 

128 

M, gastrocnemrus SO FOG FG 
Non - exercise 

Voluntary exercise 

Ratio (V. E/N. E x 100) 

1873.6 i 550.0 

2902.6 i 698.9 

155* 

2038.2 i 384,7 

2590.5 i 443.0 
1 27 

3211.7 i 810.1 

4376.5 d: 1312,5 

136 

Values are mean :!: s. d. 

* Non-exercise group vs. voluntary exercise group, p < 0.01 

Fig. 7 Serial sections of rat plantaris muscles 

A: a-glycerophosphate dehydrogenase stain. from non-exercised rat 

B: DPNH-diaphorase stain, from non-exercised rat 

C: a-GPD stain,'from exercised rat 

D: DPNH-diaphorase stain, from exercised rat 

(Bar shows 100um.) 



1v　考一察

　骨格筋線維におよぼすトレーニングの影響に関

する報告では，強制的なトレーニング方法とし

て，トレッドミルを用いた走運動が多く，様々な

負荷条件のもとでその影響について研究されてい

る。なかでも被験動物としてラットを用いた実験

にっいて，その負荷を見てみると，Petow　und　Sie－

bert21〕は26m／分×20分／日＝520m／日と6．5m

／分x320分／日：2080m／日の負荷を，Man－
i1ジ菊地工2〕は40m／分の速度で250m／日，伊藤9〕

は30m／分×30分／日＝900m／日の負荷を設定し

ている。

　本研究では，自発的な走運動がどれ程の運動量

となっているのかを知る一資料として，1日当り

の走行距離を測ったが，その距離は，強制的なト

レーニング負荷による！日当りの走行距離よりも

はるかに多いことがわかる。つまり自発的な走運

動が，その強度と持続時問においては，明確でな

い点もあるが，間欠的な運動であるため，その頻

度はかなり多いものとなり，それが総運動量の増

大につながったものと思われる。

　トレーニングに伴う体重の変化については，そ

の増加が抑制されるという報告と，抑制されるこ

とはないという報告があり，その見解は一致して

いない。しかし，自発運動をとりあげ，「運動を行

わせる時，トレーニングとし．て強制させるから増

加率が低いのであって，相当量の運動でも，自発

的運動であれば，成長に伴う体重の増加が抑制さ

れることはない」とする鈴木ら24jの報告もあり，

今回の実験においても，自発的運動による結果と

してはこの報告に一致している。

　一方，トレー千ングによる筋重量の増加につい

ても，rある」という報告とrない」という報告が

あり，その見解は一致していない。本研究で

は，体重当りの相対重量において，運動群が2～

15％大きい傾向を示したが，有意な増加では

なかった。しかしながら，トレーニングによる筋

線維肥大の報告は数多く，筋重量の増大と筋線維

肥大との関係にっいては，今後さらに研究の余地

を残していると言えよう。一

　　さて，トレーニングによるfiber　typeの変化に

っいては，しばしば論議されるところである。一

一ユ3ユー

般にFT線維とST線維という収縮特性の違いは先

天的なものであり，トレーニングによって変化し

ないものと考えられている。Komiら15〕は一卵性

双生児と二卵性双生児の筋線維組成について検討

し，ST線維の構成比にっいての観察の結果，二

卵性双生児よりも一卵性双生児の方が相関比は高

く，その一致度は男性で99．5％，女性で92．2％

であったと報告している。こうした遺イ云的因子の

影響の大きいことのほか，神経支配と密接な関係

にあることが，Bu11erら3〕の神経交叉実験で証明・

されている。

　FT，STという収縮特性による分類のこれまで

の報告では，その割合に変化を認めたものは少な

い。しかし，収縮特性とは対照的に，代謝特性は

酵素活性のレベルによって影響され，トレーニン

グいかんによって変化する可能性があると言われ

る。Sa1七inら22〕は，速筋a線維（FTa）と速筋b線

維（FTb），つまりFOG線維とFG線維問におけ

る変換は可逆的であると報告している。

　また，Go11nickら刊はヒトに持久性トレーニン

グを行わせ，SDH活性は95％，PFK活性はユユ7

％の増加を示すが，ST，FTの両線維の割合に

変化はないと報告している。さらに，Bamardら2〕

はモルモットに9～18週間のトレッドミル走運動

を負荷した結果，NADH－diaphorase染色によ

るfiber　typeの組織化学的分類では，トレーニン

グ群の赤筋線維の割合が，有意な増加を示したが，

myosinATPase染色によって，darkあるいは

1ightに染色される線維，即ちFT，ST線維の割

合は，両群間に何ら有意の差をもたらすものでは

なかったと報告している。

　本研究でも，myosinATPase染色による分類，

つまり収縮特性による分類では，M．so1eus，M．

p1antarisのいずれにも自発的な運動による変化は

見られなかった。しかしながら，代謝特性からみ

ると，M．pユantarisにおいて，FOG線維が48％

から55％へ約7％有意に増加し，FG線維が34％

から25％へ約9％有意に減少した。このことは，

M．p1antarisにおいては，自発的な走運動によっ

て，FG線維からFOG線維へ移行があったものと

思われる。即ち，FOG線維数の増加は，細胞に

おける酸化系酵素の活性が高められたことを意味
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するものであり，本研究での目発的な走運動が酸

化能力を高めるような運動であったことを推察さ

せるものである。

　トレーニングによる骨格筋の肥大に関しては，

その様相について筋重量や筋の全横断面積，ある

いは筋線維や筋原線維などの面から，さまざまな

検討がなされてき’た。

　F．K1eebergerユ4〕はウサギのfronto－scutu1aris

musc1eを用いて，30回／分の頻度でユ20分，ユ日

2回，1ケ月のトレーニング期間で電気刺激を加

えた結果，筋重量において30％，筋線維1本当り

の平均横断面積において55％の肥大率を示したと

報告している。Petow　und　Siebert2工〕（前出）は，

ラットに高いスピードのランニングと低いスピー

ドのランニングをそれぞれ負荷し，6ケ月問のト

レーニング後、対照群に対し筋重量においてそれ

ぞれ13％，3％の増大を示したと報告している。

また，Go1dspink副は，マウスに筋トレーニングを

負荷し，筋重量においては対照群との差が見られ

ないものの，筋線維（白筋線維）の横断面積にお

いて30％の肥大率を示したと報告し，さらに菊

地12｝は，ラットに静的筋トレーニングと動的筋ト

レーニングを負荷し，筋重量，M．tibia1isante－

riOrの全横断面積および筋線維1本当りの平均横

断面積において，対照群に対し両群とも有意に増

加したと報告している。いずれにしても，絶対的・

相対的筋重量あるいは筋線維の横断面積等の増加

率・肥大率に，そのトレーニング効果が現われて

いるようである。

　本研究でも，筋重量において両群に差は見られ

なかったものの，筋線維1本当りの平均横断面積

において17～55％の肥大率を示した。筋重量と筋

線維の横断面積のこのアンバランスな増大は，筋

線維の肥大により筋線維問の結合組織の占める割

合の減少したことが1っ考えられるが，肥大の様

相あるいはその利点（効果）については，さらに

検討する必要があろう。なお，筋線維の肥大に関

し，Man－iら士6｝は，Sarcop1asma内のg1ycogen

穎粒の多少の増加にもよるが，その肥大は主とし

て筋原線維の肥大であるとしている。

　トレーニングによる筋線維の肥大については，

種々のトレーニング方法によるfibθr　type別の検

討も行われている。菊地工2川は，骨格筋線維を赤

筋線維と白筋線維，あるいは赤筋線維，白筋線維

および中問筋線維に分類して検討している。ラッ

トに静的筋トレーニング（1時問／日×6日／週×

40日）とトレッドミル走による動的筋トレーニン

グ（40m／分で250m／日x6日／週x40日）を行

わせた結果，静的筋トレーニングでは赤筋線維の

方が，動的筋トレーニングでは白筋線維の方が肥

大率の大きいことを報告した。しかし，同じ静的

トレーニング（ユ0分ユセット／日→ユ5分3セット

／日までの負荷漸増方式）でも，赤筋線維，白筋

線維別には顕著な差異が認められなかったという

勝田10工の報告もある。また，同じトレッドミル走

によるトレーニングでも，同じ傾向を示す報告工6〕23〕

もあれば，他方，赤筋線維の方がその横断面積に

おいてより大きな肥大を観察し，このような差は

神経支配の相違ビよるものであるというCarrow

ら4〕の報告もある。さらに，赤筋線維の方が肥大

率は大きいとする報告もいくつかあり，筋線維肥

大の様相についてその見解は多様である。これら

はトレーニング負荷条件や分析された筋組織など

を異にする点が一因として考えられるが，最近の

青木ら1〕や伊藤9〕の報告にも見られるように，一般

的にはスプリント的トレーニングではFG線維・

FOG線維を肥大させ，持久的トレーニングでは

SO線維・FOG線維を肥大させることは明らかな

ようである。

　本研究では，どの筋線維にも17～55％の肥大率

を示したが，’中でも特に高い酸化能力を有する線

維（SO線維・FOG線維）に肥大率の大きい傾向

が見られた。このことは，fibdr　distributionにお

いて観察されたFG線維からFOG線維への移行現

象とともに，本研究での自発的走運動が酸化能力

を高めるような運動であったことを推察させるも

のである。

　V　総　括

　自発的走運動（Vo1untary　exercise）が骨格筋

線維にどのような影響を及ぼすかについて，組織

化学的に検討することを目的として，生後4週令

のウィスター系雄ラットに，回転式運動量測定器

を用いて，ユ0週問の運動を実施させた。食物摂取



量，運動量，体重は全期問にわたって測定された。

運動終了後，工一テル麻酔下で，M．so1eus，M．

p1antaris，M．gastro㎝emiusを採取の後，秤量

し，凍結切片を作成，酵素組織化学的染色（myO－

sin　ATP　ase，α一GPD，　DPNH－diaphorase）

を施した。得られた試料から光学顕微鏡写真分析

によって，fiber　typeの分類（SO線維，FOG線

維，FG線維）を行い，非運動群との間で比較検

討した結果，次のような成績を得た。

　1）食物摂取量は，運動群では増加傾向を，非

運動群では減少傾向を示し，運動開始4週目から

両群問に有意な差を示した。

　2）運動群の運動量は，全期問を通じて1日平

均5，700mであったが，個体差も大きく，その平均

は最低4，400m／dayから最高7，600m／dayの範

囲にあった。また，週別平均運動量は，運動開始

初期に急激に増加し，開始第3週目でピークに達

し，以後ゆるやかな減少を示した。

　3）体重の増加は，非運動群が常に上回ってい

たが，有意な差を示すほどではなかった。

　4）筋重量は，腓腹筋の絶対重量を除いて，い

ずれの筋の絶対重量および相対重量とも，2んユ5

％運動群の方が大きかった。

　5）筋線維の構成比は，運動群において，FG

線維の有意な減少，FOG線維の有意な増加が認

められ，運動によってこれらの線維間に移行が生

じたものと推察された。

　6）運動群における筋線維の肥大率は17～55％

を示し，それぞれの筋において，高い酸化能力を

有する線維に，肥大率の大きい傾向が認められた。

　このようなことから，自発的走運動によって，

骨格筋線維においては，FG線維からFOG線維へ

の移行が認められるとともに，特に高い酸化能力

を有するtypeの線維に，著明な肥大が認められ，

持久性運動としての有効性が示唆された。
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