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要旨
本研究の目的は両脚とも能動的および受動的自転車漕ぎ運動の骨格筋酸素動態の変化につ
いて検討することである。健康な男子大学生 16 名（年齢：21 ± 0.8 歳）を被験者とし、能
動的および受動的自転車漕ぎ運動を別の日に分けて行った。負荷は無負荷（０KP）で、ペダル
回転がそれぞれ 60、70 および 80rpm の自転車漕ぎ運動を 5 分間ずつ行った。各運動の間は酸
4

素摂取量（VO2）と心拍数（HR）が安静時の値に戻るまで休憩した。受動的運動は横に並
べた 2 台のエルゴメータのペダル回転が連動するようにペダルを繋ぎ、被験者は一方の自転
4

車エルゴメータの漕ぎ手によって受動的に漕がされるようにした。各運動時の換気量（VE）、
4

4

、
HR、
組織酸素飽和度（stO2）
、
酸素化ヘモグロビン量（oxHb）、
VO2、二酸化炭素排泄量（VCO2）
脱酸素化ヘモグロビン量（dxHb）
、総ヘモグロビン量（toHb）
、筋電図（EMG）を測定した。
4

4

大腿直筋の EMG は受動的運動中筋放電が見られなかった。能動的運動では VE、VO2、
HR は回転数の増加とともに増加し、どの回転数でも安静時より有意に増加した。受動的運
4

4

動では 80rpm で VE、VO2、HR のどれも安静時より有意に増加した。stO2 は能動的運動と
受動的運動でどの回転数でも安静時より有意に増加したが、能動的運動では回転数増加につ
れ減少傾向を示し、80rpm で受動的運動に比べて有意に減少した。
能動的運動と受動的運動では回転数が増加するにつれ stO2 に異なる変化が見られた。受
動的運動では、筋への血流は制限されず酸素需要は十分満たされた状態であると推定される。
、受動的自転車漕ぎ運動
キーワード：近赤外分光計（NIRS）
、組織酸素飽和度（stO2）
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1．序
受動的運動はセントラルコマンドの中枢性神経調節による延髄の心臓血管中枢への刺激な
しに、運動時の循環応答が現れる運動である。そのため運動時の循環応答に関するセントラ
ルコマンドの役割について検討した研究において、
受動的運動は運動指令を発現しない運動、
すなわち能動的運動に対するコントロール運動として用いられてきた 9,14,16）。しかし、受動的
運動そのものの反応について検討を行っているものは少ないように思われる。
56 および 75% の仕事率で 3 分間の片脚自転車漕ぎ運動を行っ
Taylor ら15）は最高 VO2 の 38、
4

た際に、不動側の腓腹筋と前腕それぞれの血流量と血管抵抗を比較し、腓腹筋の筋血流量は
1.5 分まで基準値と変化がなくその後減少したことを報告した。また、Ishii ら 5）は 50rpm で
1 分間の随意的片脚自転車漕ぎ運動を行った際の非収縮筋において、血流は運動開始 15 ～
45 秒で増加したことを報告した。したがって、随意的な片脚運動における非収縮筋の初期
の血流調節に対して異なる研究結果が示された。
さらに、Ishii ら 5）は随意的片脚運動と受動的片脚運動における非収縮筋の骨格筋酸素動
態の変化も研究し、それぞれの運動で酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンが異なる
変化を示したと報告した。しかし、Taylar ら 15）と Ishii ら 5）の実験では漕ぎ脚と反対側の脚
は不動の状態であり、それぞれの脚で動きが異なる。すなわち両脚とも完全な随意的あるい
は完全な受動的状態とはなっていない。運動様式として、両脚とも能動的あるいは両脚とも
受動的な運動を行っているときの骨格筋酸素動態の変化を研究しているものは少ないように
思われる。
そこで、本研究の目的は両脚とも能動的そして受動的な運動となる自転車漕ぎ運動を行い、
そのときの骨格筋酸素動態の変化について検討することである。

2．方法
1）被験者
健康な男子大学生 16 人を被験者として用いた。被験者の身体特性は Table 1 に示した。
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Table 1 Physical characteristics of subjects
Subject

4

Age

Height

Body
Subcutaneous fat
VO2max
mass
thickness over the
（years） （cm） （kg） （ml/kg/min） vastus lateralis muscle
（mm）

T.N

21

171

59

55.3

2.5

N.O

21

176

68

41.8

5.5

K.K

22

179

81

37.1

5

M.H

22

178

69

36.4

8

K.K

21

171

65

42

2

Y.S

21

172

79

43.5

4

T.W

21

171

57

41.7

2.5

Y.S

20

169

57

52.4

2.5

Y.W

20

171

62

45.5

3.5

H.N

21

180

107

35

9.5

A.M

23

171

64

46.9

2.5

M.N

21

174

58

40.9

1.5

Y.T

21

182

67

49.8

4

Y.O

20

165

78

42.1

5

I.S

20

164

62

55.2

5

A.O

21

177

65

55.5

5

Average

21

173.2

68.6

45.1

4.3

SD

0.8

5.2

12.7

6.8

2.2

2）運動負荷と実験手順
自転車エルゴメータ（モナーク社製：828E）を用いて、能動的および受動的自転車漕ぎ
運動を別の日に分けて行った。受動的運動は横に並べた 2 台の自転車エルゴメータのペダル
回転が連動するようにペダルを繋ぎ、被験者は一方の自転車エルゴメータの漕ぎ手によって
受動的に漕がされるようにした（Fig.1.）
。受動的運動を行う際に被験者には「脚に力を入れ
ず、ただ漕がされるように」と指示した。自転車漕ぎ運動は無負荷（０KP）で行い、ペダ
ル回転数は 60、70 および 80rpm とした。能動的運動では被験者が自転車エルゴメータの表
示画面に示されるそれぞれのペダル回転数を維持するように漕いだ。また、受動的運動では
漕ぎ手が表示画面に表示される回転数を維持するように漕ぎ、被験者はそのペダル回転に合
わせて受動的に漕がされた。運動時間はそれぞれの回転数で 5 分間とし、運動と運動の間は
酸素摂取量と心拍数が安静時の値に戻るまで休憩した。
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Fig.1. The situation of passive cycling exercise

3）測定項目
（1）ガス代謝
呼気ガス分析器（ミナト医科学社製 Aero monitor:AE-310S）を使用し、運動中の換気量
4

4

4

、二酸化炭素排泄量（VCO2）を連続的に測定した。各運動の終
（VE）、酸素摂取量（VO2）
了直前 1 分間の変数をそれぞれ平均し、その運動の値とした。
（2）心電図（ECG）
心電計（日本光電工業社製 BSM-2401）を使用した。電極（日本光電社製 NM-512G）は
胸骨柄、左第 5 肋間と左前腋窩線との交点、その反対側に貼り付けた（CM5）
。安静時と休
憩時の ECG と心拍数（HR）は運動開始 1 分前に記録し、運動中は 1 分ごとに記録した。心
拍数は 15 拍に要した時間から 1 分間値として算出した。
（3）骨格筋酸素動態
空間分解法を採用した近赤外分光計である運動負荷モニター
（astem 社製 Hb11）
を使用し、
左脚の外側広筋にセンサーヘッドを装着した。センサーヘッドは 1 つの光源（light emitting
diode : LED, 発光ダイオード）と 2 つの受光器（フォトダイオード）から成り、光源から 2
つの波長の異なる近赤外光（770nm、830nm）を照射し、光源からそれぞれ 2.0cm と 3.0cm
離れた受光器で光を検出した。このとき 2 点間の空間的傾きから筋内の酸素化ヘモグロビン
濃度（oxHb）と脱酸素化ヘモグロビン濃度（dxHb）およびそれらの和である総ヘモグロビ
ン濃度（toHb）を算出した。また、oxHb/toHb から筋組織の酸素飽和度（stO2）を求めた。
センサーヘッドを装着する前にスキンキャリパー（栄研式皮下脂肪厚測定器）を用いて左脚
の外側広筋の皮下脂肪厚を測定し、その測定値の半分の値を左外側広筋の皮下脂肪厚として
皮脂厚による筋組織の散乱係数の補正を行った 13）。センサーヘッドに両面接着テープを貼り
付け、左外側広筋の筋腹に装着した後、
光遮断のために黒色の固定用サポータをセンサーヘッ
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ドの上に巻いて固定した。運動開始前の安静時から運動終了時までの oxHb、dxHb、toHb
および stO2 を 1 秒ごとに連続して測定した。安静時および休憩時の各変数は運動開始前 1
分間の変数をそれぞれ平均し、その値を安静時および休憩時の値とした。また運動終了 1 分
前の各変数をそれぞれ平均し、それらを各運動時の平均値とした。
（4）筋電図（EMG）
筋電図測定には筋電計（日本光電社製 マルチテレメータシステム WEB-5500）を使用した。
表面電極（日本光電社製 NM-512G）を両下肢の大腿直筋、大腿二頭筋、前脛骨筋、腓腹筋
の筋腹に貼り付け、運動中の EMG を記録した。

4）統計分析
各変数は相加平均値（算術平均）とその標準偏差で表した。各 2 群間の平均値の差の検定
には対応のある t 検定を用いた。有意差は 5% 未満（p<0.05）とした。

3．結果
1）筋電図（EMG）
Fig.2. に能動的運動（active）および受動的運動（passive）時における大腿直筋の EMG
の一例を示した。active の各回転数において、両脚とも周期的な筋放電がみられた。しかし、
passive では artifact がみられるが、active と異なり明らかな筋放電はみられなかった。
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Fig.2. Electromyogram（EMG）output from one subject during active and
passive cycling exercise. They are EMG obtained at the rectus femoris muscle.
In each of pedal revolutions, the upper EMG shows that of the right leg and the
lower shows that of the left leg. The vertical axis represents the muscular
discharge level and the horizontal axis represents time.

2）呼吸循環器系
（1）換気量（VE）
4

4

Fig.3. に能動的運動（active）および受動的運動（passive）の各回転数に対する VE の変
4

化を示した。VE は active および passive でどの回転数に対しても安静時より有意に増加し
た。また、回転数が増加するにつれ active および passive で増加傾向を示した。60rpm で
は active と passive との間に有意な差はみられなかったが、70 および 80rpm で active の方
が passive より有意に増加した（p<0.05）
。
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Fig.3. Changes of ventilation volume（VE）in each pedal revolutions during
4

active and passive cycling exercise. **p<0.01, ***p<0.001; difference was
significant compared to the value obtained at rest.

†

p<0.05; difference was

significant compared to the value obtained at passive cycling exercise at same
pedal revolutions.
（2）酸素摂取量（VO2）
4

4

4

active および passive の各回転数に対する VO2 の変化を Fig.4. に示した。VO2 は passive
の 60rpm 以外、active および passive でどの回転数に対しても安静時より有意に増加した。
4

また、回転数の増加とともに VO2 も増加する傾向を示した。さらに、各回転数で active の
方が passive より有意に増加した（60rpm; p<0.05, 70rpm; p<0.001, 80rpm;p<0.01）
。

Fig.4. Changes of oxygen uptake（VO2）in each pedal revolutions during active
4

and passive cycling exercise. **p<0.01, ***p<0.001; difference was significant
compared to the value obtained at rest.

†

p<0.05,

††

p<0.01,

†††

p<0.001;

difference was significant compared to the value obtained at passive cycling
exercise at same pedal revolutions.
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（3）二酸化炭素排泄量（VCO2）
4

4

4

active お よ び passive の 各 回 転 数 に 対 す る VCO2 の 変 化 を Fig.5. に 示 し た。VCO2 は
active および passive のどの回転数に対しても安静時より有意に増加した。回転数の増加と
4

ともに VCO2 も増加する傾向を示した。どの回転数でも active の方が passive より有意に増
加した（60rpm; p<0.05, 70rpm, 80rpm; p<0.01）
。

Fig.5. Changes of carbon dioxide output（VCO2）in each pedal revolutions
4

during active and passive cycling exercise. **p<0.01, ***p<0.001; difference
was significant compared to the value obtained at rest.

†

p<0.05,

††

p<0.01;

difference was significant compared to the value obtained at passive cycling
exercise at same pedal revolutions.
（4）心拍数（HR）
active および passive の各回転数に対する HR の変化を Fig.6. に示した。HR は active で
どの回転数でも安静時より有意に増加した。しかし、passive の 60 および 70rpm では安静
時と同じ水準で有意な差はなかったが、80rpm で安静時より有意に増加した（p<0.01）
。また、
70 および 80rpm では active の方が passive より有意に増加した（p<0.01）
。
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Fig.6. Changes of heart rate（HR）in each pedal revolutions during active and
passive cycling exercise. **p<0.01, ***p<0.001; difference was significant
compared to the value obtained at rest.

††

p<0.01; difference was significant

compared to the value obtained at passive cycling exercise at same pedal
revolutions.

3）骨格筋酸素動態
（1）酸素飽和度（stO2）
Fig.7. に能動的運動（active）および受動的運動（passive）の各回転数に対する stO2 の
変化をそれぞれの運動前の安静時値に対する変化（ΔstO2）で示した。ΔstO2 は active お
よび passive でどの回転数に対しても安静時値より有意に増加した。しかし、active におい
て回転数が増加するとともにΔstO2 は減少傾向を示し、80rpm で active と passive に有意
な差（p<0.01）がみられた。
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Fig.7. Changes of Δ stO2 of vastus lateralis muscle in each pedal revolutions
during active and passive cycling exercise. **p<0.01, ***p<0.001; difference
was significant compared to the value obtained at rest.

††

p<0.01; difference

was significant compared to the value obtained at passive cycling exercise at
same pedal revolutions.
（2）酸素化ヘモグロビン濃度（oxHb）
Fig.8. に active および passive の各回転数に対する oxHb の変化をそれぞれの運動前の安
静時値に対する変化（ΔoxHb）で示した。ΔoxHb は active の 80rpm で安静時より有意に
減少（p<0.05）したが、それ以外では安静時と比べて変化がなかった。また、80rpm で
active と passive に有意な差（p<0.05）がみられた。
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Fig.8. Changes of ΔoxHb of vastus lateralis muscle in each pedal revolutions
during active and passive cycling exercise. *p<0.05; difference was significant
compared to the value obtained at rest.

†

p<0.05; difference was significant

compared to the value obtained at passive cycling exercise at same pedal
revolutions.
（3）脱酸素化ヘモグロビン濃度（dxHb）
active および passive の各回転数に対する dxHb の変化をそれぞれの運動前の安静時値に
対する変化（ΔdxHb）として Fig.9. に示した。ΔdxHb は active および passive でどの回
転数に対しても安静時より有意に減少した（p<0.001）
。しかし各回転数で active と passive
に有意な差はみられなかった。

Fig.9. Changes of ΔdxHb of vastus lateralis muscle in each pedal revolutions
during active and passive cycling exercise. ***p<0.001; difference was
significant compared to the value obtained at rest.
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（4）総ヘモグロビン濃度（toHb）
Fig.10. に active および passive の各回転数に対する toHb の変化をそれぞれの運動前の安
静時値に対する変化（ΔtoHb）で示した。60rpm でΔ toHb は active および passive で安
静時より有意に減少した（active; p<0.01, passive; p<0.05）
。また、70rpm では passive で有
意に減少し（p<0.001）
、80rpm では active で有意に減少した（p<0.05）
。しかし、各回転数
で active と passive に有意な差はみられなかった。

Fig.10. Changes of ΔtoHb of vastus lateralis muscle in each pedal revolutions
during active and passive cycling exercise. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001;
difference was significant compared to the value obtained at rest.

4．考察
1）呼吸循環器系の反応
4

各回転数での active および passive における VE は安静時より有意に増加した。また、70
および 80rpm で active の方が passive より有意に増加した（Fig.3.）
。これは、active およ
4

び passive でのペダリングが呼吸中枢を刺激したため VE が増加したと考えられる。すなわ
4

ち、VE の調節には大きく分けて神経性調節と液性調節があり、神経性調節には中枢性神経
調節と末梢性神経調節の 2 つの調節がある。それらの調節系が延髄の呼吸中枢を刺激するこ
とで VE は調節されている 6,9）。中枢性調節は四肢の骨格筋を動かす大脳運動野の活動が呼
4

吸筋を駆動する。したがって、中枢性調節は骨格筋の筋放電により確認できる。一方、末梢
性調節は筋機械受容器反射と筋代謝受容器反射により求心性で延髄が刺激される。active で
は中枢性と末梢性の 2 つの調節系からの刺激があるが、passive では筋放電（Fig.2.）がない
ため中枢性調節からの刺激がなく末梢性調節からの刺激による。本研究における自転車漕ぎ
運動は能動的に、または受動的に膝関節伸展・屈曲が行われ、筋・関節・腱の機械的受容器
からの反射によって延髄の呼吸中枢が刺激されると考えられる。また、Waisbren ら 16）の受
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動的脚運動中の換気増加の要因を確認する研究において、関節の刺激は運動中増加した肺換
4

気に対する有意な一因であると結論付けている。したがって、VE が active および passive
で安静時より有意に増加したのは筋・関節・腱の機械的受容器からの反射によると考えられ
る。また、70 および 80rpm で active と passive との間に有意な差がみられたのは、passive
では下肢の筋放電がみられなかったことから筋収縮が行われず、中枢性調節からの刺激が生
じなかったためであると考えられる。
4

VO2 は passive の 60rpm 以外、どの運動でも安静時より有意に増加した。また、どの回
4

転数でも active の方が passive より有意に増加した（Fig.4.）
。安静時より VO2 が増加した
4

のは VE が増加したためであると考えられる。特に passive は筋電図（Fig.2.）から筋活動
4

はなかったと考えられ、70 および 80rpm における VO2 の増加は呼吸筋の活性によると示唆
される。そこで、従来の研究では呼吸筋の酸素消費量は換気量 1l 当たり 0.25 ～ 1ml である
とされている 1）。このことから、換気量増加に伴う呼吸筋での酸素消費量は passive で 2.7
4

～ 4.1ml になる。passive での VO2 の増加は 60、70 および 80rpm でそれぞれ 46、77 およ
び 148ml（Fig.4.）であり、それぞれ酸素消費量の 5.7、4.2 および 2.8% にしか相当しないこ
とから呼吸筋の活性化による増加だけとは考えにくい。passive での stO2 が安静時よりも増
4

加（Fig.7.）しており、組織の酸素化の増大も VO2 が増加した要因と考えられる。今後、こ
4

のことを明らかにするためには組織酸素化の定量化が必要になる。自転車運動における VO2
はほとんどが活動肢の脚の VO2 に由来するため 8）、筋収縮が行われた active では活動筋に
4

4

必要な VO2 が passive に比べて高かったことが示唆される。したがって、どの回転数でも
4

active の方が passive に比べて VO2 は有意に増加したと推定される。
4

また、VCO2 は active および passive ともにどの回転数でも安静時より有意に増加し、各
4

回転数において active の方が passive より有意に増加した（Fig.5.）
。これは VE も同様の変
化を示したためであると考えられる（Fig.3.）
。
HR は active に お い て ど の 回 転 数 で も 安 静 時 よ り 有 意 に 増 加 し た。 ま た、70 お よ び
80rpm で active の方が passive より有意に増加した（Fig.6.）
。Nobrega ら 14）は随意的およ
び受動的自転車運動中の心臓血管反応を研究し、随意的運動で HR が増加し受動的運動で
HR は安静時と変化がなかったことを報告し、その変化は運動の随意的成分に関係するセン
トラルコマンドによるものと考察している。また、松本ら 9）は HR が受動運動より能動運
動で増加した理由として、セントラルコマンドの働きと筋代謝受容器反射の働きを挙げ、受
動運動では動員される筋線維がほとんどないため、活動筋由来の反射性制御が HR 応答に影
響すると述べている。本研究においても、随意的な運動である active では運動中筋放電が
みられたため、セントラルコマンドの刺激により HR が増加したと考えられる。また、
passive で測定された筋電図（Fig.2.）から運動中動員される筋線維はほとんどないため、
HR は passive で安静時と変化がなく active の方が passive より有意に増加したことが考え
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られる。しかし、passive の 80rpm において HR は安静時より有意に増加した（Fig.6.）
。こ
れは無負荷運動において回転数が増加すると VO2 が二次関数的に上昇する 17）という報告か
4

4

ら、passive でも回転数の影響による VO2 上昇が関係しており、このことが HR の増加につ
ながったと推定する。回転数の影響が passive において生じるかどうかは今後検討が必要で
ある。

2）骨格筋酸素動態の反応
McCully ら 10） によれば、stO2 は筋組織への酸素供給と消費バランスを反映する。また、
木目ら 7）は 0Watt 負荷のウォーミングアップ時に安静時に比べて stO2 が上昇する傾向が観
察され、活動筋に対する筋血流量の増加ならびに静脈環流量の増加による充血量の低下が要
因であると述べている。本研究においても stO2 は active および passive ともにどの回転数
でも安静時より有意に増加した。これは active および passive ともに筋組織への血流量が増
加し、酸素が供給されていることが考えられる。また、dxHb の変化（Fig.9.）から静脈環
流も増加していると考えられる。さらに本研究では 80rpm で active と passive との間に有
意な差がみられた（Fig.9.）
。これは passive より active で筋活動が多く行われ（Fig.2.）
、筋
組織での酸素消費が増加したためであると考えられる。また 80rpm で有意な差がみられた
のは、無負荷運動における回転数上昇と VO2 上昇の二次関数的関係 17）も関連していると推
4

定される。
oxHb の変動も筋への酸素供給と消費バランスを反映する 10）。oxHb は active の 80rpm で
安静時より有意に減少した（Fig.8.）
。これは active で筋活動が行われ（Fig.2.）
、筋の酸素消
費が増加したことが考えられる。また、80rpm で active は passive より有意に減少した
（Fig.8.）。active で有意に oxHb が減少したことが影響していると考えられる。すなわち
active の方が passive より筋での酸素消費が多いことが示唆される。
次に、dxHb は active および passive ともにどの回転数でも安静時より有意に減少した。
また、どの回転数においても active と passive で有意な差はみられなかった（Fig.9.）
。静脈
環流が促進されれば、dxHb が減少し、筋内の stO2 が上昇すると考えられている 11,12）。また、
O2 抽出は筋酸素摂取量と筋血流量の比
（VO2m/
dxHb は末梢の O2 抽出の評価に有用であり 17）、
4

Qm）を反映することが示されている 2）。本研究においても dxHb は安静時より有意に減少
。このことから、active お
し（Fig.9.）、筋内の stO2 も安静時より有意に上昇した（Fig.7.）
よび passive の両方で静脈環流が増加したことが考えられる。また静脈環流が増加したこと
により循環血液量が増加し、心拍出量も上昇したことが示唆される。さらに dxHb は末梢の
O2 抽出の評価に有用であるという点で、回転数間で dxHb に有意な差はみられなかった。
4

このことから、高回転の運動でも VO2m/Qm は保たれていたことを示し、回転数の変化によっ
て筋血流が制限されないことを示している。また、active と passive の間でも dxHb の変化
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がみられなかったことから、同じ回転数であるなら受動的運動でも能動的運動と筋血流量は
変わらないことが示唆される。
樋口ら 3）や本間ら 4）は toHb が血液量の変化を表しており、近赤外線分光測定装置（near
infrared spectrometer; NIRS）での血液量は血管拡張物質や血液灌流圧、筋内圧等の相互作
active で 60 および 80rpm 時に、
用によって影響を受けると推測している 3）。本研究において、
passive で 60 および 70rpm 時に toHb は安静時より有意に減少した
（Fig.10.）
。このことから、
血液量が減少したことが考えられる。toHb は運動の種類と回転数によって変化に違いが生
じたが、変化がみられたものは安静時より有意に減少した。toHb は oxHb と dxHb の和で
あるため、toHb の減少には dxHb の変化が優位に働いたことが示唆される。
以上のことをまとめると、active および passive で無負荷の自転車運動を行うと、筋組織
への血流量はどちらの運動でも増加する。しかし active と passive で血流量は変わらない。
すなわち、passive では運動中筋への血流量は制限されず脚の酸素需要は満たされた状態で
あることが示唆される。また、active と passive との間で違いが現れるのは筋収縮の有無に
よるものであり、それが呼吸循環器系の反応や骨格筋酸素動態に影響を与えることが考えら
れる。

5．結論
受動的運動において、筋組織への血流量は増加するため受動的に脚を動かすことで血液循
環の改善が期待される。
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Changes of skeletal muscle oxygen status during
active and passive cycling exercise
FUSE, Sayuri
FUCHINOUE, Shintaro
IWAGO, Akinao
Summary
The purpose of this study is to consider changes of skeletal muscle oxygen status
during active and passive cycling exercise using both legs at the same time. Sixteen
healthy male university students（21.0 ± 0.8 years）participated in this study. They
performed the unloaded active and passive cycling exercise on a different day. Each type
of cycle exercise was performed every 5 minutes at pedal revolutions of 60, 70 and 80
rpm. A rest between each set of pedal revolutions was taken until the oxygen uptake
4

（V O 2）and heart rate（HR）returned to their resting level. During passive cycling
exercise, two cycle ergometers were placed side by side to connect their pedal and
interlock their pedal revolutions. Subjects were passively pedaled by a rider on the other
4

4

4

, VO2, carbon dioxide output（VCO2）, HR,
side. At the same time, ventilation volume（VE）
tissue oxygen saturation （stO 2）, oxygenated hemoglobin （oxHb）, deoxygenated
hemoglobin （dxHb）, total hemoglobin （toHb） and electromyogram （EMG） were
measured.
EMG obtained at the rectus femoris muscle during active cycling exercise indicated a
rhythmic pattern of muscle discharge but during passive cycling exercise it wasn't
4

4

4

expressed. During active cycling exercise VE, VO2, VCO2 and HR increased in proportion
to the pedal revolutions, and they were significantly increased compared to the resting
4

4

4

level. During passive cycling exercise VE, VO2, VCO2 and HR were significantly increased
at 80rpm compared to the resting level. As for skeletal muscle oxygen status, stO2 was
significantly increased from resting level in any number of pedal revolutions during active
and passive cycling exercise, but it tended to decrease with an increase in the pedal
revolutions during active cycling exercise and was significantly reduced at 80rpm
compared to during passive cycling exercise.
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It is concluded that there were variations of stO2 as pedal revolutions increased in
active and passive cycling exercise, suggesting conditions which didn't restrict blood flow
to muscle, but satisfied oxygen demands in muscle during passive cycling exercise.
Keywords: near-infrared spectroscopy（NIRS）, tissue oxygen saturation（stO2）,
passive cycling exercise.
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