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要　旨 ──────────────────────────────────────────
【目的】大腿四頭筋へのダイナミックストレッチングとスタティックストレッチングを実施した後の、

膝屈曲可動域および膝伸展筋力の変化を検討した。

【方法】健常成人男女18名を対象に、ダイナミックストレッチングを行う介入、スタティックストレ

ッチングを行う介入、ストレッチングを行わず安静を保つ介入（安静）を行った。ダイナミックストレ

ッチングは、つかまり立位をとり１回６秒（10回／分）のゆっくりとした速度で12回行う方法とした。

【結果】ダイナミックストレッチングおよびスタティックストレッチングは、同様に膝屈曲可動域が

有意に増加した。しかし、スタティックストレッチングにおいてのみ膝伸展筋力が有意に低下した。安

静は全てにおいて有意な変化がなかった。

【考察】１回６秒を12回行うダイナミックストレッチングは、理学療法場面において有益な方法とな

り得る可能性があった。
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【はじめに】

筋柔軟性増加，疼痛管理，痙縮の抑制などを目

的に，筋を他動的・持続的に伸長するスタティッ

クストレッチングは理学療法領域でよく用いられ

ている１）−４）。しかし，スタティックストレッチン

グには Stretching-induced decrements５）と呼ば

れる即時的な負の効果が存在すると言われてお

り，多数の先行研究がスタティックストレッチン

グ施行後の一時的な筋力低下等のパフォーマンス

弱化を報告している６）−15）。

スタティックストレッチングに対するこのよう

な報告がされる中で，近年はダイナミックストレ

ッチングが注目されるようになっている。ダイナ

ミックストレッチングとは，関節全可動域を反復

的に随意運動させる方法と定義される15），16）。言い

換えれば，伸張したい筋の拮抗筋を繰り返し収縮

させ，目的の筋を動的にストレッチングする方法１）

であり，その生理学的機序には筋温の上昇効果と

拮抗筋の収縮による相反抑制効果が影響している

とされている１），16）−19）。ダイナミックストレッチ

ングについてはその方法が未だ確立されていない

が15），スタティックストレッチングのようなスト

レッチング後の負の効果が無いとされ15）−22），パフ

ォーマンスが強化されるという報告16），19）−21）も存

在する。既にダイナミックストレッチングはスポ

ーツ現場においてウォーミングアップなどに利用

されており，さらに今後理学療法の対象となる高

齢者や患者などへ臨床応用が期待される方法であ

る。しかし，スポーツ現場で使用されるダイナミ

ックストレッチングは走行やジャンプ動作など高

度なバランスや素早い運動が必要とされ，高齢者

らに適応しにくい現状である。理学療法領域にお

ける対象者は，身体機能に何らかの問題を持って

いる場合が多く，ダイナミックストレッチングの

臨床応用のためには従来から検討されているバラ

ンスをとりながら素早い運動を行うものではな

く，ゆっくりと安定した肢位による方法が適して

いると考えた。

そこで本研究の目的は，安定した肢位でゆっく

りとした運動速度のダイナミックストレッチング

の効果を，関節可動域および筋力を指標に検討す

ること，加えてその効果を一般的に行われるスタ
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ティックストレッチングの効果と比較することと

した。

【対象と方法】

１．対象
対象は下肢に疾患のない健常成人18名（男性12

名，女性6名）とした。対象者の平均年齢は

27±2.6歳，平均身長は169.1±9.3㎝，平均体重は

58.5±9.5㎏であった。対象者には，本研究の目

的・方法・内容を十分説明し書面にて同意を得

た。

２．方法
⑴　介入および測定の順序

本研究では同一被験者に対して３回の実験条件

を与えデータを収集した。それは①ダイナミック

ストレッチングを行う条件（以後，ダイナミック

ストレッチング介入），②スタティックストレッ

チングを行う条件（以後，スタティックストレッ

チング介入），③ストレッチングを行わず安静を

保つ条件（以後，安静介入）である。３つの介入

順序は被験者ごとにランダムに振り分けた。

膝関節屈曲可動域と膝関節伸展筋力の測定は，

介入前後に膝関節屈曲可動域を測定し，続いて膝

伸展筋力を測定した。また，キャリーオーバー効

果（carry-over effect）の防止を目的に，介入と

介入に24時間以上の間隔を置いた。

⑵　ダイナミックストレッチング介入

ダイナミックストレッチングは現在主にスポー

ツ現場で使用されている方法であり，ジャンプ動

作や高度なバランス動作が必要とされるものが多

い。今回，先行研究14）−26）を調査する中で，ゆっ

くりとした運動速度や肢位の安定性に着目したも

のを見つけることができなかった。そこで，カリ

フォルニア大学ロサンゼルス校がインターネット

上に動画で公開している方法27）を参考とした。

この方法は，大腿四頭筋を目的の筋とし，つかま

り立位をとり，股関節中間位のまま膝関節全可動

域を繰り返し屈曲運動するというものである（図

１）。そして，関節運動の速度と回数は10回／分

（１回６秒）のゆっくりとした速度で12回自動運

動を行うものである。この方法を先行的に行った

筆者の研究28）では，有意に膝関節可動域が拡大
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することが確認されている。

被験者には事前に動画を見せ，この方法を十分

理解させた。そして，実際に被験者がダイナミッ

クストレッチングを行う際も動画を見ながら行わ

せ，関節運動速度の参考とさせた。

⑶　スタティックストレッチング介入

腹臥位で他動的に股関節伸展，膝関節屈曲さ

せ，大腿四頭筋を持続的に１分間伸張した。伸張

する強度は被験者が大腿四頭筋に適度な張りを感

じ，疼痛が生じない度合いとした。

⑷　安静介入

ダイナミックストレッチング介入およびスタテ

ィックストレッチング介入の対照群として，安静

介入を設定した。安静介入はストレッチングを行

わず，２分間安静臥位を保たせた。

⑸　膝関節屈曲可動域の測定

筋柔軟性の変化はストレッチング効果の代表的

なものであり，その判定として関節可動域が利用

されている５）−7），23）−25）。本研究における膝関節屈

曲可動域の測定は，日本整形外科学会・日本リハ

ビリテーション学会制定の関節可動域表示ならび

に測定方法29）を参考とし，測定誤差を減らすた

めボディランドマークにシールを貼り付け，大腿

骨と腓骨のなす角をゴニオメーターで測定した。

ただし，日本整形外科学会・日本リハビリテーシ

ョン学会制定の関節可動域表示ならびに測定方法

による肢位では，踵部が殿部に当たりそれ以上の

可動域を測定できなくなる場合があるため，本研

究では腹臥位かつ股関節最大伸展位における膝関

節屈曲可動域を測定した。この肢位においては，

膝関節屈曲に伴う骨盤の持ち上がりによる代償運

動を生じる可能性があるため，骨盤をベルトで固

定し代償運動を抑制した。

⑹ 膝関節伸展筋力の測定

パフォーマンス変化の指標の一つに筋力の機械

的測定が挙げられる。本研究ではベルト固定した

ハンドヘルドダイナモメーターによって，膝関節

90度屈曲位の等尺性最大伸展筋力を測定した。測

定機器はアイソフォース GT-300（OG 技研社製，

日本）を使用し，膝関節が90度屈曲位となるよう

ベルト位置およびベッド高を調整した。今回のよ

うにハンドヘルドダイナモメーターとベッドフレ

ームの間をベルト固定し，強力な膝関節伸展筋力

に検者が押し負けないような工夫を行った場合，

高い再現性が得られることは先行研究30）により

証明されている。測定実施前には５回練習を行

い，十分に休憩をとった。そして，膝関節伸展に

伴う代償運動を抑制するため，被験者に体幹前屈

位で，自身の上肢によりベッド脇を強く固定した

姿勢をとらせ，体幹伸展および股関節伸展運動を

禁止した。

３．分析方法
統計処理は統計ソフト SPSS 21.0J for windows

（日本 IBM 社製，日本）を使用した。初めにダ

イナミックストレッチング，スタティックストレ

ッチング，および安静介入における各介入前の膝

関節屈曲可動域および膝関節伸展筋力に差がない

かを確認するため，反復測定分散分析を行った。

次に，３つの介入それぞれにおける介入前後の膝

関節屈曲可動域，膝関節伸展筋力の変化を，対応

のある t 検定で確認した。統計処理における有意

水準を５％とした。

図１　ダイナミックストレッチングの方法
手すりにつかまり，12回の膝関節屈伸自動運動を10回
／分（１回６秒）のゆっくりとしたリズムで行った。



【結　果】

すべての被験者がダイナミックストレッチング

介入，スタティックストレッチング介入，および

安静介入の３条件を実施した。

１．膝関節屈曲可動域の変化
膝関節屈曲可動域の介入前後の変化を表1に示

す。分散分析の結果，ダイナミックストレッチン

グ介入，スタティックストレッチング介入，およ

び安静介入の，介入前の値に有意差はみられなか

った（p=0.400）。
ダイナミックストレッチング介入において，介

入前138.8±9.5°（平均値±標準偏差）から介入後

142.7±9.7°へ有意に拡大した（p＜0.001，95%信

頼区間：2.53−5.25）。同様にスタティックストレ

ッチング介入は介入前140.3±10.5°から介入後

145.0±9.6°へ有意に拡大した（p＜0.001 95%信

頼区間：3.13−6.31）。一方，安静介入は膝関節屈

曲可動域において有意な変化がみられなかった

（p=0.331）。

２．膝関節伸展筋力の変化
膝関節伸展筋力の結果を表２に示す。分散分析

の結果，各介入の介入前の値に有意差はみられな

かった（p=0.544）。
スタティックストレッチング介入において介入

前288.1±92.5N から介入後262.2±73.5N へ有意に

低下した（p=0.002，95%信頼区間：11.0−40.8）。
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一方，ダイナミックストレッチング介入および安

静介入において有意な変化はなかった（ダイナミ

ックストレッチング介入：p=0.857，安静介入：

p=0.307）。

【考　察】

本研究におけるダイナミックストレッチングの

方法は UCLA の方法27）を参考とした。立位で椅

子や手すり等につかまり，10回／分（１回６秒）

のゆっくりしたリズムで，膝関節全可動域屈曲運

動を12回行うものであり，立位保持しながらの運

動であってもさほど筋力やバランスを必要とせず

安定して行える方法を選択した。理学療法領域に

おけるダイナミックストレッチングの臨床応用を

目指し，身体機能に何らかの問題を持っている場

合でも行いやすい点を重視したためだった。

実験結果より，ダイナミックストレッチング，

スタティックストレッチングともに膝関節屈曲可

動域が有意に増加した。関節可動域の増加は，対

象とした大腿四頭筋の柔軟性増加を示唆23），24）し

ており，ダイナミックストレッチング，スタティ

ックストレッチングいずれも筋柔軟性増加効果を

示したと考えられた。

本研究と同様にダイナミックストレッチングに

よって関節可動域が増加した報告に Samukawa
らの研究24）がある。健常成人の下腿三頭筋を対

象に，60回／分で30秒間，速い運動速度のダイナ

ミックストレッチングを行ったところ，足関節背

屈可動域が有意に拡大したという報告である。ダ

イナミックストレッチングによる筋柔軟性増加の

生理学的機序は，筋温の上昇効果，および拮抗筋

の収縮による相反抑制効果とされている１），17）−20）。

本研究では先行研究と違いゆっくりとした運動速

度だったが，このような運動速度においてもダイ

ナミックストレッチングの生理学的効果が得ら

れ，筋柔軟性が増加したと考えられた。一方で，

スタティックストレッチングの筋柔軟性増加の生

理学的機序は，Ia，Ib 神経線維性のα運動ニュ

ーロン抑制性効果５）−８），12）や，筋およびその周辺

組織の伸張効果５）−８），13），31）とされている。本研

究において，スタティックストレッチング後に筋

柔軟性が増加した理由は，この生理学的効果が得

られたからだと考えられた。

表１　各介入における膝関節屈曲角度の変化（°）

介入前 介入後 p値
ダイナミックストレッチング 138.9 

140.3 
140.5 

±
±
±

9.5
10.5
12.5

142.8 
145.0 
140.3 

±
±
±

9.7**
9.5**
12.4

p<0.001
p<0.001
p=0.331

スタティックストレッチング
安静

平均値±標準偏差
検定方法：対応のある t検定 **：p<0.01で有意な変化

表２　各介入における膝伸展筋力の変化（N）

介入前 介入後 p値
ダイナミックストレッチング
スタティックストレッチング

安静
平均値±標準偏差
検定方法：対応のある t検定 **：p<0.01で有意な変化

276.4±77.6
288.1±90.2
298.5±98.4

277.5±74.3
262.8±73.5**
302.5±103.3

p=0.857
p=0.002
p=0.307
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膝関節伸展筋力に関して，実験結果よりダイナ

ミックストレッチングは介入による筋力変化が認

められなかった。その一方で，スタティックスト

レッチングは介入後に筋力が有意に低下した。２

つのストレッチングは，筋柔軟性においては同様

に増加効果が得られたにもかかわらず，筋力にお

いてはダイナミックストレッチングが筋力維持さ

れ，スタティックストレッチングが筋力低下して

いた。このような違いが生じた理由として，前述

したストレッチングによって得られる生理学的効

果の違いが挙げられた。すなわち，スタティック

ストレッチングは Ia，Ib 神経線維性のα運動ニ

ューロンの抑制性効果および筋長の増加効果によ

り筋柔軟性が増加する反面，筋出力が低下すると

されている５）−８），11）−13）。一方，ダイナミックスト

レッチングは筋温上昇効果に加え，さらに他の要

因により筋活動が増加するとされている。それは

Post-activation potentiation（活動後増強）による

効果である15），16），19）。これは筋収縮後に，アクチ

ン―ミオシンクロスブリッジに活性化が起こる現

象と説明されている32）。その他に拮抗筋の協調性

が改善し，運動を阻害しなくなるためともされて

いる15），16），19）。これらの生理学的要因によりダイ

ナミックストレッチングは筋力が維持されると言

われ，報告によっては筋力が強化する15）−20），26）と

さえ言われている。Yamaguchi らの報告16）によ

ると，下肢５筋を対象に初めの５回はゆっくりと

関節運動し，以降の10回はなるべく速く関節運動

を行う方法でダイナミックストレッチングを実施

したところ，両脚伸展筋力が有意に増加したと報

告している。また，Manoel ら18）は大腿四頭筋に

対し，なるべく速く膝関節屈伸運動を30秒間３回

行う方法で実施したところ，膝関節伸展筋力が有

意に増加したと報告している。そして，土井ら26）

は60回／分の速度で15回足関節底背屈運動を行っ

たところ，足底屈筋力が有意に増加したと報告し

ている。

その一方で，本研究結果のようにダイナミック

ストレッチング後の筋力に変化がみられなかった

とする報告も存在する。Herda ら17）は，24～30
回／分の関節運動速度で，ハムストリングスに対

して３種類のダイナミックストレッチングを実施

したところ，膝関節屈曲ピークトルクは変化しな

かったと報告している。そして本研究も，10回／

分のゆっくりとしたリズムでダイナミックストレ

ッチングを行った。Herda ら，および本研究の方

法は，ゆっくりとした速度でダイナミックストレ

ッチングを行ったという点が，なるべく速い速度

で行い，筋力が増加した Yamaguchi ら，Manoel
ら，土井らの報告とは異なっていた。加えて，ジ

ャンプ高が増加したとする報告19），20）も，なるべ

く速い速度でダイナミックストレッチングを実施

する方法をとっていた（表３）。

Behm らによるシステマティックレビュー15）

によると，ダイナミックストレッチング実施後に

パフォーマンスの有意な増加が得られるのは，50
回／分以上の速さの関節運動の場合だと報告され

ている。このことから，規定した関節運動速度の

違いが前述したダイナミックストレッチングによ

る生理学的変化に違いをもたらし，結果として筋

活動の増加量を変化させる可能性があった。本研

究において筋力が変化しなかった理由も同様に考

えられ，ゆっくりとした関節運動においては関節

可動域の増加は得られるものの，筋力の増加は得

られない可能性が示唆された。Behm ら15）は，

ダイナミックストレッチングにおける効果的な関

表３　ダイナミックストレッチングの関節運動速度とパフォーマンス変化の関係

文献 関節運動速度 効果
本研究 10回毎／分 筋力変化なし
Herda17）（2008） 24～30回／分 筋力変化なし
Behm15）（2011） 50回／分 ※システマティックレビューの結果、関節運動速度

50回／分以上でパフォーマンスが増加すると報告
土井26）（2010） 60回／分 筋力増加
Yamaguchi16）（2005） 初め5回はゆっくり、以降はなるべく速く10回 筋力増加
Chtourou20）（2013） 初め5回はゆっくり、以降はなるべく速く10回 ジャンプ高増加
Manoel18）（2008） なるべく速く 筋力増加
Behm19）（2011） なるべく速く ジャンプ高増加

括弧内は発表された西暦



節運動の回数，速度などの方法はまだ確立されて

いるとは言えないとしている。よって，ダイナミ

ックストレッチングの臨床応用を目指すには関節

運動の回数，速度など，方法に関するさらなる検

討が必要であると考えられた。また，長期的介入

をした場合の，関節可動域の変化，筋力の変化に

ついても検討が必要である。

以上まで本研究におけるダイナミックストレッ

チングにより，膝関節屈曲角度が増加した理由お

よび，膝関節伸展筋力が維持された理由について

検討した。今回我々が行ったゆっくりとしたリズ

ムのダイナミックストレッチングは，スタティッ

クストレッチングのような負の効果が無く，筋柔

軟性増加効果が得られたと言えた。しかし，本研

究は健常成人を対象とした。理学療法領域におけ

るストレッチングは，身体機能に何らかの問題を

もつ方を対象に，関節可動域拡大，筋柔軟性増

加，疼痛管理，痙縮の抑制などを目的に行われて

いる。今後は関節可動域制限を有する方を対象と

した場合の効果や廃用症候群を有する方への効果

など，ダイナミックストレッチングによる臨床効

果を検討し，さらには長期的介入による介護予防

分野における健康増進効果なども明らかにしてい

く必要があると考えられた。

【結　語】

本研究では健常成人を対象にダイナミックスト

レッチングとスタティックストレッチングを実施

した後の関節可動域および筋力の変化を比較し

た。ダイナミックストレッチングの方法は，１回

６秒を12回とし，他の報告よりもゆっくりしたも

のとした。

結果より，このような運動速度のダイナミック

ストレッチングはスタティックストレッチングと

同様に関節可動域拡大の効果が得られ，スタティ

ックストレッチングでみられたような筋力低下が

認められなかった。このことからゆっくりとした

運動速度のダイナミックストレッチングは，実際

の臨床場面における効果などのさらなる検討の必

要性はあるが，理学療法場面において有益な方法

となり得る可能性があった。
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