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２．高齢者における全身持久力の科学
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■■全身持久力の最も優れた指標である最大酸素摂取量は，疾患・死亡リスクとも関連があ
ることが報告されている．また，加齢により10年間に約５mL/kg/min 低下するが，
スポーツを継続しているアスリートでは，10年間に約３～４mL/kg/min に止まる．
最大酸素摂取量が１mL/kg/min 低下するたびに，要介護となるリスクが14％増加す
ると推定されており，最大酸素摂取量が12～15■mL/kg/min まで低下すると自立性
が困難となる．高齢者の最大酸素摂取量へのトレーニング効果は低いとの報告も散見
されるが，トレーニング強度が高く，期間が長い研究では25％前後の改善が認められ
ている．また，最大酸素摂取量はコロナ禍のリスク低減につながることも示唆されてい
る．

▶最大酸素摂取量　▶生活習慣病　▶要介護　▶加齢変化　▶トレーニング
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特集 ■ 高齢者の運動を考える

はじめに

　全身持久力とは酸素を筋肉に運搬し，活用し
て運動中にエネルギーを産生させる能力と定義
されており，有酸素能力（aerobic fitness あるい
は aerobic power）と同義とされている．運動強
度に比例して酸素摂取量は直線的に増加するが，
ある強度以上になると酸素摂取量の増加が認め
られなくなる．この最大量を最大酸素摂取量と
いい，アデノシン三リン酸（ATP）の有酸素産生
速度が決まる．そのため，全身持久力の生理的
尺度として最も優れた指標であるとされている．
　最大酸素摂取量の高さは，長距離走などの持
久系スポーツのパフォーマンスと関連するが，
健康との関連も数多く報告されている．今回の
特集では，骨格筋については詳細な解説が多数
掲載されることから，本稿では高齢者の全身持
久力（最大酸素摂取量）について述べることとす
る．

最大酸素摂取量と疾患・死亡リスク

　日本人の最大酸素摂取量と疾患・死亡リスク
の関連については，東京ガス・スタディに詳し
い．東京ガス・スタディとは東京ガス株式会社
の男性社員を対象として，自転車エルゴメータ
による最大下運動負荷試験による最大酸素摂取
量推定値を含む体力テストを実施し，生活習慣
病などの発症，および死亡をエンドポイントと
して実施された一連のコホート研究である．東
京ガス・スタディにより全身持久力（最大酸素
摂取量）と高血圧発症１），総死亡２），がん死亡（図
１-A）３），２型糖尿病発症（図１-B）４）との関連な
どが報告されている．また，欧米人と異なり，
日本人では低BMI ががんの危険因子であるこ
とが報告されているが５），東京ガス・スタディ
ではBMI の違いに関係なく，最大酸素摂取量
が高ければ，がんによる死亡率が低下する結果
が得られている（図２）６）．以上のように，日本
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人においても最大酸素摂取量を高く保つことは
疾患・死亡リスクと密接に関連している．なお，
厚生労働省の運動所要量・運動指針の策定検討
会７）は，システマティックレビューによる生活
習慣病予防となる健康づくりのための最大酸素
摂取量の基準値および範囲を表１のように示し
ている．

加齢による最大酸素摂取量の変化

　図３に男性の身体活動レベル別の加齢に伴う
最大酸素摂取量の推移を示した８）．一般的な男
性では，横断的研究により最大酸素摂取量が 20
歳での 45 mL/kg/min 程度から，60歳では約
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図１�　最大酸素摂取量とがん死亡（A）および 2型糖尿病発症
（B）の関係（文献３および４より改変引用）

図２�　最大酸素摂取量とBMI との組み合わせによるがん死
亡率のハザード比（文献６より改変引用）
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25 mL/kg/min へと，ほぼ一定した速度で低下
することが示されており，10年当たりの低下は
約５mL/kg/min であった９）．女性では最大酸
素摂取量の低下は 35歳前後から始まり，若年
成人のおよそ 38 mL/kg/min から，60歳では
25 mL/kg/min 前後まで低下する．この場合も，
10年間に約５mL/kg/min の低下になる10，11）．
スポーツを継続しているアスリートでは，10年
間に約３～４mL/kg/min に止まる９）．加齢に
よる最大酸素摂取量の低下は，体脂肪の蓄積と
習慣的な身体活動の低下が，その理由の約半数
を説明することが報告されている12）．したがっ
て，スポーツによって身体活動を保ち，体脂肪
の蓄積や骨格筋量の減少を抑制したことにより，
アスリートの最大酸素摂取量の低下率が低かっ
たものと示唆される．
　より高齢者の最大酸素摂取量の変化に関する
研究は，21世紀になって報告されるようになっ
た．カナダ・オンタリオ州で自立生活している
55～85歳の成人約 400人の被験者での縦断的
研究（62～72歳の平均年齢の間に実施）では，10
年間に男性では 4.3 mL/kg/min 低下し，女性で
は 1.9 mL/kg/min の低下であった13）．また，試
験開始時点で 70歳（中央値）であった男性 253
人，女性 339人に関する６年間の縦断的研究で
は，10年間当たり男性では 6.9 mL/kg/min，女
性では 3.9 mL/kg/min の低下量が確認された14）．
男性 375人と女性 425人が参加したBaltimore
試験で，平均 7.9年間にわたる縦断的データか
らは，若年成人では 10年間に５％の機能低下
の低減速度であったのに対して，中年および高
齢のカテゴリーでは 10年間に 20％の低減と，
機能低下が高齢になると加速されることが認め

られた（図４）15）．20％の低下は約４mL/kg/min
に相当する．退職や配偶者の死などは身体活動
量に大きく影響し，高齢者は 10年間に４～５ 
mL/kg/min 以上の低減があると考えられてい
る．

高齢者の自立と最大酸素摂取量

　最大酸素摂取量が 12～15 mL/kg/min まで
低下すると，自立性が困難になると考えられて
いる16）．その根拠となる研究は，Bonjer17）による
有酸素運動の持続時間と，耐えられる相対的強
度との間の指数関数的関係を実証した報告であ
る．すなわち，１日８時間の身体活動が，それ
ぞれの人の最大酸素摂取量の 40～50％を超え

表１　健康づくりのための最大酸素摂取量の基準値および範囲（文献７より筆者作成）

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代

男性 40
（30～47）

38
（31～45）

37
（30～45）

34
（26～45）

33
（25～41）

女性 33
（27～38）

32
（27～36）

31
（26～33）

29
（26～32）

28
（26～30）

　単位：mL/kg/min

図３�　身体活動レベル別の加齢に伴う男性の体重
当たりの最大酸素摂取量の推移（文献８より改
変引用）
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ると，疲労が生じる可能性が高いことが示され
ている．したがって，ある高齢者の最大酸素摂
取 量 が４METs（metabolic equivalents）
（14 mL/kg/min）まで低下すると，その高齢者
は２METs 未満のエネルギー支出しか必要と
しない，極めて限られた範囲の活動を維持でき
るだけになることを意味する．
　Fleg ら15）は，加齢による最大酸素摂取量の低
下をそのままにしているのであれば，いずれは
要介護の生活にならざるを得ない年齢に到達す
ることを示唆した．同様に，Weiss ら18）は，最
大酸素摂取量が 13 mL/kg/min の高齢被験者
では，起立するだけでも最大酸素摂取量の約半
分が必要であることを報告している．
　自立生活している高齢者での横断的研究で，
Paterson ら19）が観察した最大酸素摂取量の最低
値は，男性では 18 mL/kg/min，女性では
15 mL/kg/min であった．試験開始時の平均年
齢が 70歳の被験者 297人を追跡して，８年間
に 43人が要介護になったことを明らかにした．
年齢，疾病，身体サイズ，最大酸素摂取量，関
節の柔軟性，歩行速度，ならびに習慣的な運動
を含めたロジスティック回帰分析を行い，この
試験開始の時点では健常であった被験者の，そ
の後に要介護になる有意な予測因子は，年齢，
最大酸素摂取量，疾病であることを明らかにし

た20）．したがって，最大酸素摂取量が１mL/kg/
min 低下するたびに，要介護となるリスクが 14
％増加すると推定されている20）．

高齢者のトレーニング効果

　高齢者の持久力トレーニングが最大酸素摂取
量の改善率に与える影響は，若年成人と同程度
であることが示唆されている21）．一方で，高齢
者のトレーニング効果は低いとの報告も散見さ
れるが，これらの研究ではトレーニングの強度
や期間の設定に問題があるように思われる．表
２22）は，高齢者の持久力トレーニングの効果が
低かった研究と高かった研究の概要を示したも
のである．効果の低い研究はトレーニング強度
が低い，あるいはトレーニング期間が短いもの
であった．高齢者は若年成人と比較して，トレ
ーニング効果が得られるまでの期間が長いこと
が報告されている23）．トレーニング効果が高い
研究に共通しているのは，トレーニング強度が
高く，その期間も比較的長い．その結果，25％
前後の最大酸素摂取量の改善が認められている
（表２）22）．これは約６mL/kg/min の改善とな
り，12年若返ったことに相当する．

図４�　縦断的研究と横断的研究による加齢に伴う体重当た
りの最大酸素摂取量の減少率（文献 15 より改変引用）
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おわりに

　新型コロナウイルスの感染拡大に収束がみら
れない現状において，興味深い研究報告が得ら

れている．英国の中高年者対象の大規模前向き
コホート研究 “UK Biobank” の 41万 2,596人
（年齢中央値 68歳，正常体重 33.7％，過体重
42.9％，肥満 23.9％）のデータを分析した結果，
どの体重カテゴリーにおいても歩行速度の遅い

表２　高齢者の持久力トレーニング研究（文献 22 より改変引用）

著者 トレーニング強度 期間
（週）

最大酸素摂取量
の向上（％）

低いトレーニング効果の研究
Belman and Gaesser（1991） Half 35％ HRR, half 75％ HRR 8 7
Gass et al（2004） 50％ or 70％ V

.
O2peak 12 6～8

Malbut et al（2002） 20 min at RPE 13～15 24 M0, F15
加重平均値 7.8

高いトレーニング効果の研究
Babcock et al（1994） 50％ or 70％ V

.
O2peak 24 20

Cononie et al（1991） 75～85％ max 26 20
Ferketich et al（1998） 75％ V

.
O2peak 12 25～30

Kohrt et al（1991） 75～85％ HRmax 39～52 23～26
Levy et al（1993） 80～85％ HRR 17 21
Makrides et al（1990） 85％ V

.
O2peak でのインターバルトレーニング 12 38

Pogliaghi et al（1995） 90～110％ Vt 12 20
加重平均値 24.8

　HRR＝Heart Rate Reserve（予備心拍数＝最大心拍数－安静時心拍数）
　RPE＝Ratings of Perceived Exertion（主観的運動強度）
　M＝男性，F＝女性
　HRmax＝Maximum Heart Rate（最高心拍数）
　Vt＝Ventilatory Threshold（換気性閾値）

図５　歩く速さと肥満がCOVID-19 重症化や死亡リスクに関連する（文献 24 より改変引用）
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群は，新型コロナウイルスの重症化と死亡率が
有意に高く，体重よりも歩行速度の方が重症化
や死亡率と強く関連していた（図５）24）．歩行速
度は全身持久力の影響を受ける25）．したがって，
最大酸素摂取量を維持することが，コロナ禍の
リスク低減につながることを示唆する．
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