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はじめに

　ストレッチングは理学療法においておもに関節可動域運動の
改善を目的として日常的に行われているが，その方法も根拠に
基づき行われることが重要であることはいうまでもない。
　本稿ではストレッチングの種類，ストレッチング研究で多く
用いられている評価指標，さらにはストレッチングの効果につ
いて述べる。

ストレッチングの種類

1．バリスティック・ストレッチング
　バリスティック・ストレッチングは反動をつけ筋を伸張する
方法である。したがって，バリスティック・ストレッチングは
ストレッチングに期待される筋緊張の抑制効果とは逆に，筋緊
張を亢進させることが予測されるため，筋の柔軟性を高める目
的には適さない。

2．スタティック・ストレッチング
　スタティック・ストレッチングは筋を伸張したとき，筋およ
び結合組織からの抵抗が生じた時点で保持すると，筋腱移行部
に多く存在するゴルジ腱器管がその刺激を受容し，求心性Ⅰ b
神経線維を介して，脊髄後角までインパルスが伝播される。脊
髄内では脊髄前角細胞とシナプス結合している介在ニューロン
がⅠ b 神経線維からの信号を受け取る。介在ニューロンはその
性質上，脊髄前角細胞の電位を下げる働きがあるため，結果的
に前角細胞の脱分極を抑制するため，支配筋の筋緊張を低下さ
せることになる。この結果，スタティック・ストレッチングは
当該の筋緊張を抑制することから，運動前に特に筋緊張が亢進
している場合や運動後の筋緊張低下を目的として，運動選手の
みならず一般の人々がトレーニングする場合においても広く受
け入れられるようになった。

3． ID ストレッチング（Individual Muscle Stretching，個別的
筋伸張法）

　ID ストレッチングは 1999（平成 11）年著者ら１）によって
提唱されたストレッチング法である。ID ストレッチングは伸
張性の低下した個々の筋を対象とし，筋緊張の低下，可動域お
よび柔軟性の改善，筋痛の緩和，血液循環の改善，傷害予防，
パフォーマンスの向上等を目的として，個々の筋線維の走行お
よび筋連結を意識した他動的ストレッチング法である。
　肩関節屈曲の可動域制限が拮抗筋に発生した痛みおよび随伴
する筋緊張亢進により生じている時，その責任筋は三角筋後部
線維，上腕三頭筋長頭，広背筋などが考えられるが，これらの
筋が同程度に筋緊張が亢進し，その結果，関節可動域を制限す
ることは稀である。また，各筋は走行が異なるため，もっとも
効率的な伸張方向もそれぞれ異なる。したがって，筋緊張亢進
による可動域制限の場合，原因となる筋が評価できれば，関節
可動域運動すなわちストレッチングの方向はその筋の起始部と
停止部とがもっとも効率よく引き離される方向であることが理
解できる。したがって，三角筋後部線維のストレッチングは肩
関節屈曲，内転方向であり，上腕三頭筋長頭では肘関節最大屈
曲位で肩関節屈曲するのがもっとも効率よい方向であり，その
結果，ストレッチングにより筋緊張低下が獲得できれば，結果
的に肩関節屈曲の関節可動域テスト肢位での可動域が改善する
こととなる。

4．PNF ストレッチング
　PNF ストレッチングはおもにスポーツ領域で用いられてお
り，その効果の検証はストレッチングする前に負荷する筋収縮
の様式により，以下のように分類される 2）。
1） ホールドリラックス（HR，hold relax），コントラクトリラッ

クス（CR, contract relax）
　当該筋に対して，徒手的に最終域までストレッチングした
後，等尺性収縮を負荷し，再度，最終域までストレッチングす
る方法で，ホールドリラックス法とコントラクトリラックス法
は同じ方法であり，PNF ストレッチングではもっとも一般的
に用いられている。
2） コントラクトリラックス・アゴニストコントラクト（CRAC, 

contract relax agonist contract）
　本法はホールドリラックスによる当該筋の等尺性収縮後に，
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他動的にストレッチングする際，ストレッチングする運動方向
の主働筋を短縮性収縮させながら，他動的にストレッチングす
る方法である 3）。

5．ダイナミック・ストレッチング
　現在，スポーツ領域でもっとも多用されている方法はダイナ
ミック・ストレッチングである。ダイナミック・ストレッチン
グは特にスポーツ競技の前に，ウォーミング・アップのひとつ
として行われ，スプリントタイムの短縮 4），筋力の増加 5）な
どを期待して行う。神経生理学的には，反動を利用して筋を伸
張することにより脊髄前角細胞の静止電位を上げ，脱分極が容
易な状態に保つことにより，少しの電位の変化で結果的に筋収
縮を引き起こすことを期待していると考えられる。しかしなが
ら，競技前にすべての筋に対して，一様にダイナミック・スト
レッチングをすると，もともと筋緊張が亢進している筋，痛み
が発生している筋などでは，さらに筋緊張亢進状態となり，傷
害の原因ともなりかねないので，常に，筋緊張の状態を評価し
て行うことが重要である。

6．実験研究で用いられるストレッチング
1） コンスタントアングル・ストレッチング（constant-angle 

stretching）
　コンスタントアングル・ストレッチングは臨床で用いるスタ
ティック・ストレッチングと同様に，機器を用い一定角度であ
る時間だけストレッチングを繰り返す研究に用いられる。した
がって，ストレッチングの効果はスタティック・ストレッチン
グと同様である。
2） サイクリック・ストレッチング（cyclic stretching，（アイ

ソキネティック・ストレッチング　isokinetic stretching））
　サイクリック・ストレッチングはダイナモメータ，CPM 装
置などにより他動的に当該関節を一定した角速度で任意の範囲
を動かし，ストレッチ効果を種々の指標により検討する場合に
用いられる 6）7）。
3） コンスタントトルク・ストレッチング（constant-torque 

stretch）
　コンスタントトルク・ストレッチングは筋腱移行部の柔軟性
や機械的特性を検証するために用いられるストレッチングのひ
とつで，機器を用いてスタティック・ストレッチングの最終域に
おけるトルクを一定に保ち続ける方法で，ストレッチングの効果
により実験中の最終可動域は変化していくのが特徴である 8）。

ストレッチングの評価指標

　ストレッチングの評価指標は関節可動域，静的および動的ト
ルク，スティフネス，筋力，誘発筋電図，超音波画像，疼痛，
自律神経活動などがあり，多くの論文もこれらの指標をもとに
論じている。

1．関節可動域
　ストレッチングの効果を検討する研究において，関節可動域
はもっとも多く用いられている評価指標のひとつである。関節
可動域測定の際は，自動運動か他動運動か，最終域を規定する

要因はなにか，単関節の動きか全身のパフォーマンスか，など
といった事項を測定の意図に合わせて決定する必要がある。
　関節可動域測定に際しては，等速性運動機器やゴニオメー
タ，エレクトロゴニオメータ，メジャー，ビデオカメラ，動作
解析装置などが用いられる。等速性運動機器では，機器の回転
軸を関節の回転軸と一致させたうえで，機器のレバーアームが
回転した角度を ROM として測定する。測定方法は機器により
関節を一定の角速度で他動的に動かし，被験者が「痛みの直前」
や「不快を感じる点」「最大限耐えられる範囲」などの主観に
基づき，最終域にてスイッチや発声により自己申告する方法 9）

が一般的である。

2．静的および動的トルク
　静的トルクは，スタティック・ストレッチングのように関節
角度を一定に保った状態でストレッチングの方向と逆の向きに
生じる，生体からの抵抗を測定したものである（図 1）。した
がって，測定はスタティック・ストレッチング中に行うことと
なる。測定には等速性運動機器を用い，対象筋を伸張できるよ
う，測定肢位を設定する。機器の回転軸は関節の回転軸と一致
させ，スタティック・ストレッチング中の静的トルクは，筋伸
張位にて関節角度を一定に保ち，ある一定時間測定する。被験
者はストレッチング中リラックスし，随意的な筋収縮が生じな
いようにする。
　動的トルクは，一定の角速度で関節を他動的に動かす過程で
生じた抵抗を測定したものであり，組織の弾性や硬さの指標と
して用いられている。また，この際に得られた動的トルクと，
そのトルクを測定した角度を対応させ，XY 座標上に表したも
のが角度－トルク曲線である。ストレッチングの研究における
動的トルクの測定は，ストレッチング前後や介入期間中に繰り
返し行われる場合が多く，ストレッチングの効果を検討するた
めに使用されている。

3．スティフネス
　スティフネスは，等速性運動機器を用いて他動的伸張時の動
的トルクおよび関節角度を測定し，角度－トルク曲線の傾きを
算出することで求める 10）（図 2）。スティフネスは，得られた
角度－トルク曲線の任意の角度範囲における回帰直線の傾きと
定義する。

図 1　ストレッチング中の静的トルクの変化
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4．筋力
　等速性運動機器を用いた場合，最大発揮筋力は，随意収縮ま
たは電気刺激時に検出された最大のトルクが採用される 11）（図
3）。等尺性収縮では関節角度，収縮時間，収縮回数，収縮間の
休憩時間等を規定する。等速性筋力では，測定する関節可動域，
関節運動の角速度，測定回数，測定間の休憩時間等を規定する。

5．誘発筋電図
　筋電図の中でも，末梢神経を電気刺激し，その神経支配化の
筋から誘発される反応を記録する検査を誘発筋電図という。ス
トレッチングの研究に用いられている誘発筋電図の代表的な評
価指標には，M 波，H 反射などがある。また，脊髄運動ニュー
ロンの興奮性を捉える指標として，H 反射と M 波との振幅の
比を求めることも多い。両者の比を求める際には，H/M 最大
比（Hmax/Mmax）や H/M 閾値比（Hth/Mth）などが用いら
れる。

6．超音波画像
　超音波を用いた評価により，筋腱複合体，筋腱移行部，腱の
伸張量や筋束の長さの変化および，筋線維の走行する角度の変
化を捉える方法が用いられている。これらの変化は，超音波画
像 B モードでリニアプローブを用いて測定する。

7．パフォーマンス
　ストレッチングの効果を検討する研究の中で，様々なパ
フォーマンス指標が検討されている。代表的なパフォーマンス
の指標はスプリントタイム，ジャンプパフォーマンスである。

8．痛み
　ストレッチングに用いられる痛みの評価指標は量的評価法と
して視覚的アナログスケール（visual analogue scale：VAS），
数値評価スケール（numerical rating scale：NRS），face pain 
rating scale，痛みの質的評価法としてマクギル疼痛質問票

（McGill Pain Questionnaire：MPQ），疾患特異的評価法として
ローランド・モリス機能障害質問票（Roland-Morris Disability 
Questionnaire：RDQ），オズウェズトリー腰痛障害質問票

（Oswestry Low Back Pain Diasability Questionaire：ODI），
Neck Disability Index（NDI）などが用いられている。

ストレッチングの効果

1．ストレッチングの施行時間と回数
　Boyce ら 12）は，健常者のハムストリングスを対象に無作為
比較試験を行い，15 秒のスタティック・ストレッチングを 10
回行った結果，膝関節伸展 ROM は介入前と比較して 5 回目の
ストレッチングまで有意に増加したが，もっとも ROM が増加
したのは 1 回目の施行後であったと興味深い報告をしている

（図 4）。また，Siatras ら 13）は無作為比較試験による健常者
の大腿四頭筋を対象とした研究で，ストレッチング時間を 10，
20，30，60 秒の 4 種類設定し，スタティック・ストレッチン
グを行った結果，30 秒以上で関節可動性が有意に増加したと
報告していることから，ストレッチングによる可動性の改善に
はある一定以上の時間が必要であることがうかがえる。
　さらに，Mizuno ら 14）は健常男性の下腿三頭筋を対象に，1
分のスタティック・ストレッチングを 5 回行った。結果，介入
前と比較して，足関節背屈 ROM はストレッチング直後，15 分，
30 分後に有意に高値を示したが，60 分後にはストレッチング
の効果は認められなかったと報告している。
　これらのことから，関節可動性を改善するための 1 回のスト
レッチング時間は対象とする筋によって異なるが，20 ～ 30 秒
程度の時間が必要と考えられる。また，ストレッチングは 1 回

図 2　スティフネスの算出（文献 10 より改変） 図 4　ストレッチング回数と関節可動域変化（文献12より改変）

図 3　筋力測定（文献 11 より改変）

Japanese Physical Therapy Association

NII-Electronic Library Service



理学療法学　第 40 巻第 8 号506

目がもっとも効果的で，その後徐々に可動性は増大するもの
の，限界点があると考えられます。さらに，ストレッチングの
持続効果は限定的であることが予想される。

2．ストレッチングの方向
　Hagbarth ら 15）は手指 MP 関節にトルクモータを設置し，
手指屈筋群の緊張亢進時に，他動的に MP 関節を動かし，関節
の可動性，筋緊張の変化について検討している。その結果，手
指屈筋群を他動的に大きくストレッチングすると MP 関節の伸
展可動域拡大と伸張反射の抑制がみられ，ストレッチングが効
果的であることを示している。しかし，MP 関節を他動的に屈
曲することにより，可動域減少とともに伸張反射が亢進したこ
とから，筋緊張亢進時には当該筋を他動的に短縮すると，さら
に筋緊張が亢進することが考えられる。
　このことから，臨床においてもストレッチングの方向性，す
なわち関節可動域運動時の運動方向は非常に重要であることが
わかる。また，ある運動方向に拮抗する筋群の中でも，可動域
低下の原因となっている筋が評価できれば，当該の筋をもっと
も伸張効率の大きい方向に個別的にストレッチングするのが妥
当であると考える 1）（図 5）。

3．ストレッチングと発揮筋力
　最大発揮筋力がスタティック・ストレッチング後に低下する
のに対して，ダイナミック・ストレッチング後は発揮筋力が増
大すると Yamaguchi ら 16）によって報告されていることから，
スポーツ領域では最大発揮筋力を要するパフォーマンスを行う
前にはスタティック・ストレッチングを避け，ダイナミック・
ストレッチングを推奨する傾向にある（図 6）。さらに，スタ
ティック・ストレッチングはジャンプパフォーマンスを低下さ
せると報告 17）されている。これらのことから，スポーツ領域
においては各種パフォーマンスを高める目的でダイナミック・
ストレッチングが多用されている。しかしながら，画一的にダ
イナミック・ストレッチングを施行すると，運動前にすでに緊
張が亢進している筋に対しては，傷害を誘発することが予想さ
れるため，筋緊張の状態を評価し，ストレッチングの種類を選

択することが求められる。

4．ストレッチングと静的および動的トルク
　McNair ら 18）は健常者の下腿三頭筋を対象に，60 秒のスタ
ティック・ストレッチングを行った。結果，静的トルクはスト
レッチング開始から 20 秒までの間に大きく低下したと報告し
ている（図 7）。同様に，Magnusson ら 19）は健常者のハムス
トリングスを対象に，90 秒のスタティック・ストレッチング
を行った。結果，ストレッチング開始時と比較して，終了時の
静的トルクは 25 ～ 28％低下したと報告している。これらのこ
とから，静的ストレッチングの効果を発揮するには最低 20 ～
30 秒間の時間が必要であることがうかがえる。
　Reisman ら 20）は遠心性収縮負荷 2 および 24 時間後に動的
トルクが上昇した健常者の下腿三頭筋を対象として，30 秒の
スタティック・ストレッチングを行った。結果，介入前と比較
して，動的トルクは 2 および 24 時間後ともに有意に低下した
と報告している。このことから，スタティック・ストレッチン
グは筋緊張が亢進している筋に対して，有効であることが示唆
される。

図 6　筋ストレッチングと発揮筋力（文献 16 より改変）

図 5　筋走行に沿った個別的筋ストレッチング
  （文献 1 より改変）

上腕三頭筋長頭

三角筋後部線維

広背筋
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図 7　ストレッチング中の静的トルクの変化
 （文献 18 より改変）

おわりに

　「理学療法のグローバル・スタンダード─ストレッチングの
科学的検証─」として，ストレッチングの種類，ストレッチン
グの評価指標，ストレッチングの効果について概説した。理学
療法では関節可動域運動として，スタティック・ストレッチン
グを行うことが多いことより，スタティック・ストレッチング
の特徴をよく把握し，理学療法に応用することが必要である。
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