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１．諸言

　子ども達の体力・運動能力の低下は、現代の子ど
もに関する大きな問題のひとつとして広く認識され
ている。そこで、中央審議会答申「子どもの体力向
上のための総合的な方策について（2002）」１）、文
部科学省「子どもの体力向上実践事業（2004）」２）、
およびスポーツ振興計画「スポーツの振興に通じた
子どもの体力の向上方策（2006）」３）などさまざま
な方策が打ち出されてきた。それに応じるかたちで、

全国の小学校では、子どもの体力向上や望ましいス
ポーツ教育のあり方を問い直す多様な取組みが継続
的に展開されている。中川４）や今井５）によって、児
童期における体力の低下は、その時期のみならず、
成人期の健康にも影響を及ぼすことが指摘されてい
る。また、児童期における体力の向上やスポーツの
実施が、その後の自己効力感にも影響を及ぼすこと６）

なども報告されていることから、子どもの体力向上
は心身の健康、さらに将来の社会全体に通じる重要
な課題であると考えられる。
　小澤７）は、子どもの体力が低下した直接的な原因
は「身体活動量の低下」にあると指摘している。東
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京都教育委員会８）は、身体活動量と密接な関連が
あると指摘される「歩数」に着目し、2010年度７月
に策定した「総合的な子どもの基礎体力向上方策
（第１次推進計画）」に基づき、2011年度に都内の小
学校62校9,858人、中学校62校5,120人、および高
校11校1,122人の計135校16,100人を対象に全国初
となる児童・生徒の大規模かつ広域的な歩数調査を
実施した。その結果、１日あたりの平均歩数推定値
が、体力・運動能力がもっとも高い値を示した昭和
60年代の約13,000歩と比較して10,445歩（小学生平
均11,382歩、中学生平均9,060歩、および高校生平
均8,226歩）と低い値であったことが示された。
　平成26年度全国体力・運動能力および運動習慣
等調査９）によると、総運動時間の長い小学生の方が
短い小学生に比べて新体力テストの総合得点が高い
傾向にあることが示されている。戸田ら10）は、小学５、
６年生を対象に１日あたりの歩数と新体力テストの
結果との関連を検討し、男子では１日あたりの歩数
と50m走の記録および新体力テスト総合得点との間
に、女子では１日あたりの歩数と立ち幅とびの記録
との間に有意な相関が認められたと報告している。
安部ら11）も、女子の運動量と体力・運動能力との間
に正の相関が認められたことを報告している。これ
らのほかにも、歩数を指標として身体活動量を評価
し、体力・運動能力との関連を検討した研究は数多
く報告されている12～16）。
　しかしながら、運動強度の違いを考慮した身体活
動量と体力・運動能力との関連を検討した報告はあ
まり見当たらない。また、成人と比較した場合、子
どもは同年齢であっても発達の進度が多様であるた
め基準値を設定することが容易ではないことや、望
ましい身体活動量の科学的根拠が集積されていな
いことから、国内では子どもの身体活動に関するガ
イドラインは策定されていない。成人では、厚生労
働省から提言された「健康づくりのための運動基準
2006～身体活動・運動・体力～」17）に１日あたりの
歩数の基準値が8,000歩から10,000歩と設定されて
いるが、子どもの基準値は未だ設定されていない。

　一方、アメリカ合衆国の健康目標である「Healthy 
People 2010」18）では、子どもの身体活動量とし
て１日あたり20分以上、１週間あたりで３日以
上、6 METs以上の強度が推奨されている。ま
た、National Association for Sport and Physical 
Education（NASPE）19）は、速歩以上の強度を含ん
だ身体活動を毎日60分以上おこなうことを推奨して
いる。内藤20）は、我が国においても子どもの特性に
合わせた、健康づくり・体力づくりのガイドライン
策定が急務であると指摘している。
　そこで、本研究では、小学生を対象として、１日
あたりの歩数および運動強度によって分類した身体
活動量と、新体力テストによって評価した体力・運
動能力との関連を検討することによって、児童期に
おける身体活動量基準値の作成に向けた基礎資料を
得ることを目的とした。

２．方法

（１）対象者
　本研究の対象者は、東京都内にある小学校に在
籍する３年生341名（男子168名、女子173名）とし
た。本研究への協力を得た小学校は、住生活環境
が異なると思われる３つの地域からそれぞれ１校ず
つ抽出した公立小学校３校であった。本研究におけ
る身体活動量および体力・運動能力の測定にあたっ
ては、児童本人とその保護者に対して研究の内容を
十分に説明したうえで研究への協力を依頼し、同意
を得た児童のみを対象とした。身体活動量および体
力の測定は、2013年５月から７月、2014年５月から
７月、および2015年５月から７月におこなった。

（２）測定項目および測定手順
　対象者の体格については、身長と体重を計測し、
ローレル指数を算出した。生まれ月による発達進度
の違いを比較するため、生まれ月を４ヶ月ごとに、
４月から７月生まれ、８月から11月生まれ、および
12月から３月生まれの３群に月齢を分類した。
　体力・運動能力の客観的指標には、文部科学省
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が平成11年度から体力・運動能力調査として採用
している新体力テストを用いた。測定項目は、握力、
上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャト
ルラン、50ｍ走、立ち幅とび、およびソフトボール
投げの８種目であった。新体力テストの結果は、文
部科学省の新体力テスト実施要項に基づいて総合
得点を算出し、ＡからＥの５段階で総合評価した。
　身体活動量は、多メモリー加速度計測機能付歩
数計（Lifecorder GS、スズケン社製）によって測定
した。Lifecorderは、身体動作によって生じる0.06G
から1.94Gの範囲における垂直方向の加速度信号を
32Hzで検知し、歩数を計測する。また、Lifecorderは、
４秒ごとの身体活動における「強さ」を捉えること
ができ、その最大電圧と歩数によって９段階の身体
活動強度（LC1からLC9）を決定する。身体活動強
度の目安は、LC1からLC6までを歩行程度の強度、
LC7からLC9までを走行以上の強度として捉えてお
り21）、METsとの関係では、LC2では3METs、LC5
では5METs、そしてLC9では10METsに換算して
いる22）。Lifecorderに記録されたデータについては、
コンピュータへダウンロードしたのち、専用のソフト
ウェアを用いて分析した。
　Lifecorderを装着するにあたり、児童に対して使
用方法や使用にあたっての注意点を十分に説明した
うえで、質疑応答を設けることで適正に計測できる
よう対応した。保護者に対しては使用方法や注意点
をまとめた文書を配布した。また、小学校の担任教
師には、使用方法と注意点を説明した。Lifecorder
を研究への参加協力を得た児童の腰部に装着さ
せ、休日を含めた連続する14日間のデータを測定
した。装着は、起床後から就寝前までとし、入浴
や水泳など装着できない場合を除いて、できる限り
常に装着しているよう依頼した。また。装着初日は
Lifecorderを装着した生活に慣れるための１日とし、
装着初日の測定値はデータとしては採用しなかった。
　本研究における評価項目は、身体活動量（１日の
歩数）と９段階の身体活動強度（LC1からLC9）に
よる活動時間とした。個人の代表値は、一般的な小

学生の日常生活における行動上の特性から、学校に
登校する平日の平均値（平日値）、および学校に登
校しない休日の平均値（休日値）として評価した。
また、測定期間すべての平均値（全日値）は、14日
間の平均値として表すため、平日10日分の測定値に
休日４日分の測定値を加算し、14日で除した値とし
た。なお、これらの測定項目は、平日においては12
時間以上、休日においては10時間以上、Lifecorder
を装着している日のデータを採用した。測定期間に
おいて連続して２時間以上Lifecorderを装着してい
ない日の測定値や、平日において通学の活動が含ま
れていない日のデータは除外して検討した。
　得られたデータの分析には統計用ソフトSPSS 
statistics 20を用いた。４月から７月生まれ、８月か
ら11月生まれ、および12月から３月生まれの３群間
の比較では一元配置分散分析およびTukeyの多重
比較をおこなった。また、身体活動量と体力・運動
能力との関係は単相関分析および月齢を制御変数と
した偏相関分析をおこなった。測定値はいずれも平
均値±標準偏差で表し、有意水準は５％未満とした。
なお、足立ら23）によって、小学生の身体活動量は、
男子と比較して女子は有意に少なく、平日と比較し
て休日で有意に少ないことが明らかになっているこ
とから、本研究では男女間および平日休日間での比
較はおこなわなかった。

３．結果

（１）体格および新体力テストの結果
　対象者の身長、体重、ローレル指数による体格、
および新体力テストにおける測定値の結果につい
て、男女別の平均値±標準偏差を表１に、月齢で分
類した３群の平均値±標準偏差を表２にそれぞれ示
した。身長および体重は、男女ともに平成26年度学
校保健統計調査において報告されている値とほぼ同
様の数値であった。また、新体力テストの結果につ
いても、男女とも平成26年度体力・運動能力調査（文
部科学省）の結果とほぼ同様の数値であった。
　月齢別で比較すると、男子では、身長においての
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み４月から７月生まれの群が12月から３月生まれの
群に比べて有意に高い値であった。また、女子にお
いては、身長において４月から７月生まれの群が８
月から11月生まれの群および12月から３月生まれの

群に比べて有意に高い値であった。しかし、身長以
外の項目においては男女とも月齢の群間に有意な差
は認められなかった。

表１　体格および新体力テストの測定値

表２　体格および新体力テストの測定値の月齢別比較

表３　身体活動量（歩数、身体強度別の活動時間）
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（２）身体活動量
　平日、休日、および全日における歩数および運動
強度別の活動時間について、男女別に平均値±標準
偏差を表３に、月齢で分類した３群の平均値±標準
偏差を表４にそれぞれ示した。歩数をみると、男子
の平日値が18,021±3,947歩、休日値が10,923±5,127
歩、および全日値が16,863±4,521歩であり、女子の
平日値が12,864±3,097歩、休日値が9,541±4,368歩、
および全日値が11,872±3,196歩であった。また、歩
行程度の強度（LC1-LC6）での活動時間は、男子の
平日値が141±23分、休日値が104±28分、および
全日値が128±26分であり、女子の平日値が113±
21分、休日値が87±31分、および全日値が98±21
分であった。走行以上の運動強度（LC7-LC9）での
活動時間は、男子の平日値が38±14分、休日値が
17±９分、および全日値が27±11分であり、女子の
平日値が19±８分、休日値が10±８分、および全日
値が17±11分であった。
　歩数、歩行程度の強度による活動時間、および走
行以上の強度による活動時間について、月齢で分類
した３群間で比較した結果、男子では平日値、休日値、

および全日値のいずれにおいても３群間に有意な差
は認められなかった。また、女子においても、歩数、
歩行程度の強度による活動時間、および走行以上の
強度による活動時間の平日値、休日値、および全日
値のいずれにおいても３群間に有意な差は認められ
なかった。
（３）身体活動量と新体力テストとの関係
　歩数、歩行程度の活動時間、および走行以上の
活動時間による身体活動量と新体力テストとの単相
関関係について相関係数を表5に示した。男子では、
歩数との関係において、新体力テストすべての項目
との間に有意な相関関係が認められた。また、歩行
以上の活動時間との関係においては、握力、反復横
とび、20mシャトルラン、50ｍ走、ソフトボール投げ、
および総合得点との間に有意な相関関係が認められ
た。走行以上の活動時間との関係においては、握力
および上体起こし以外の項目との間に有意な相関関
係が認められた。女子では、歩数および歩行程度の
活動時間との関係において、長座体前屈以外の項目
と有意な相関関係が認められた。また、走行以上の
活動時間との関係においては、握力、上体起こし、

表４　身体活動量の月齢別比較
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および長座体前屈以外の項目と有意な相関関係が認
められた。さらに、身体活動量と新体力テストとの
関係について、月齢を制御因子にした偏相関分析の
結果を表６に示した。その結果、男女ともに単相関
分析の結果と同じ項目間において有意な相関関係が
認められた。

４．考察

（１）小学校３年生の体格および体力・運動能力
　本研究において、身長、体重、およびローレル指
数を生まれ月によって分類した３群間で比較したと
ころ、男女とも身長においてのみ４月から７月生ま
れの群が他の群よりも有意に高い値を示した。これ
は、小学校３年生において、身長の伸びに対しては
月齢の早さが反映されるものの、体重などは月齢の
反映がないことを示している。
　新体力テストの各項目における３群間の比較にお
いては、男女ともいずれの項目においても有意な差
は認められなかった。このことは、小学校3年生に
おける体力・運動能力に月齢の影響はないことを示
しているものと考えられる。

（２）小学校３年生および身体活動量
　本研究における１日の歩数は、男子の全日値が
16,863±4,521歩、女子の全日値が11,872±3,196歩
であった。小学校3年生を対象とした1日の歩数に
関する報告14～ 16）、24）をまとめると、男子がおよそ
16,000～ 19,000歩、女子がおよそ11,000～ 15,000歩
であった。本研究の結果は、先行研究と比較すると
男女ともほぼ同等の値であるが、測定対象となった
日数、地域、あるいは季節など歩数の測定条件には
それぞれ違いがあるため単純には比較できない。し
かし、それらを勘案しても、1990年頃から2000年頃
の報告に比べると、本研究の結果は男女とも1,000
～ 2,000歩ほど少ないことから、小学校３年生の歩
数は減少傾向にある可能性が考えられる。
　身体活動の強度によって評価した身体活動量につ
いて、加速度計を用いて小学校３年生の男女を対象
にLC7からLC9（走行以上の強度）の活動時間を測
定した足立ら24）の報告では、男子の平均値が26分、
女子の平均値が21分であった。また、同様に加速
度計を用いて小学校４年生を対象にLC7からLC9の
活動時間について、柴田ら25）は男女の平均値として

表５　身体活動量と新体力テストとの単相関係数

表６　身体活動量と新体力テストとの月齢を制御因子とした偏相関係数
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21分、笹山ら26）は男子が27分、女子が18分であっ
たと報告している。加速度計を用いて小学校４年生
から６年生を対象にLC7からLC9を測定した糸井
ら27）は、男女の平均値が23分であったと報告して
いる。本研究における走行以上の活動時間は、男子
が27±11分、女子が17±11分（いずれも全日値）
であったことから、小学校３年生程度の年齢におい
て、走行以上の強度による身体活動時間は、１日あ
たり男子が約26分程度、女子が約20分であること
が示された。
（３）身体活動量と新体力テストとの関係
　小学校３年生において、男女とも身体活動量と新
体力テスト総合得点との間には有意な相関が認めら
れ、測定項目別でみても多くの項目に有意な相関が
あった。両者の関係は生まれ月による月齢を制御因
子とした偏相関分析においても同様の結果であった。
これらの結果は、発育段階にある小学生において、
生まれ月に関わらず身体活動量が多い児童ほど体力・
運動能力が高いことを示していると考えられる。
　身体活動量と体力・運動能力との関連について、
戸田ら10）は、小学校５、６年生を対象に加速度計
を用いて１日の歩数と体力・運動能力との関連を検
討している。その結果、男子では歩数と握力、20ｍ
シャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、および総得点
との間に、女子では立ち幅とびとの間にのみ有意な
相関が認められたと報告している。一方、小学校４
年生を対象に身体活動量と体力・運動能力との関連
を検討した笹山ら26）は、男子では歩数とすべての測
定項目および総合得点との間に有意な相関が認めら
れたものの、女子では、上体起こし、20mシャトル
ラン、ソフトボール投げ、および総合得点にのみ有
意な相関が認められたと報告している。本研究では、
男子において歩数とすべての測定項目および総合得
点との間に、女子では、歩数と長座体前屈を除く測
定項目および総合得点との間に有意な相関が認めら
れた。いずれの報告においても、歩数と有意な相関
を示した項目は、女子よりも男子の方が多い。これは、
小学生において、１日の歩数が女子よりも男子の方

が有意に多いことが報告されていることから、身体
活動量の差異が体力・運動能力との関係に作用して
いるものと考えられる。
　身体活動量と体力・運動能力との関係について、
新体力テストの測定項目ごとにみると、男女とも歩
数および活動時間と有酸素性運動能力の指標であ
る20mシャトルランとの間にもっとも高い相関が認
められた。Morrow et al.28）は、身体活動量と有酸
素性運動能力との関係を検討し、平均して相関係数
が0.16～ 0.17と低く、質問紙法を用いた身体活動量
評価の限界を指摘しているものの、18歳未満の子ど
もにおいて身体活動量と有酸素性運動能力との間に
はsmallからmoderateの関係があったと報告してい
る。加速度計を用いて評価した身体活動量（歩数）
と有酸素性運動能力との関係を検討した先行研究に
おいては、Rowlands et al.29）の報告が男子r＝0.50、
女子r＝0.58、戸田ら10）の報告では男子r＝0.446、
笹山ら26）の報告では男子r＝0.386、女子r＝0.196
であった。本研究における身体活動量と20mシャト
ルランとの相関係数も、男子がr＝0.401、女子がr
＝0.281と他の測定項目に比べて高いことから、身体
活動量（歩数）と体力・運動能力との関係において、
有酸素性運動能力との関係がもっとも高いものと推
察された。また、身体活動の強度別に身体活動量と
20mシャトルランとの関係をみると、男女とも歩行
程度の強度による活動より走行以上の強度による活
動の方が高い相関が認められ、身体活動の強度別に
有酸素性運動能力との関連を検討したDencker et 
al.30）の報告と一致している。対象者の年齢は異なる
が、高校生を対象に加速度計によって評価した身体
活動量と最大酸素摂取量との関連を検討したGutin 
et al.31）も、両者の間には有意な相関が認められたと
報告している。これらのことは、身体活動量と有酸
素性運動能力との関係において、身体活動の量的な
高さに加え、強度の高さも関係していることを示唆
している。すなわち、量的・強度的に高い身体活動
の継続が、児童期においても有酸素性運動能力の向
上に影響するものと考えられる。
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　先述したように、Healthy People 2010では、子ど
もの身体活動量として1日あたり20分以上、１週間
あたりで３日以上、6METs以上の強度を推奨され
ている。また、NASPE（National Association for 
Sport and Physical Education）は、速歩以上の強
度を含んだ身体活動を毎日60分以上おこなうことを
推奨している。Strong et al.32）は、身体活動と健康
との関係について、青少年期においてはmoderate
からvigorousの身体活動を1日に60分おこなうべき
であると述べている。小学校４年生を対象に、新体
力テストにおいてＣ以上の総合評価（ＡからＥの５
段階評価において、小学校４年生のＣランクは、80
点満点中45点以上51点未満）を得るためには、男
子における１日の歩数は16,000歩、LC7からLC9の
身体活動は25分、女子における１日の歩数は12,000
歩、LC7からLC9の身体活動は15分必要であるこ
とが報告されている26）。そこで、本研究における身
体活動量（歩数、LC7-9：走行以上の活動時間）と
新体力テストの総合得点との関係から、新体力テス
トでCランクの総合評価を得る歩数および走行以上
の活動時間を算出した。その結果、男子では1日の
歩数が約15,000歩（回帰式：Y＝33.27X＋13,262、 
r＝0.381、p＜0.001）、走行以上の活動時間が約25
分（回帰式：Y＝0.0519X＋23.41、r＝0.367、p＜0.001）
であった。また、女子では１日の歩数が約11,000歩
（回帰式：Y＝42.91X＋10,775、r＝0.311、p＜0.001）、
走行以上の活動時間が約15分（回帰式：Y＝0.0531X
＋13.41、r＝0.347、p＜0.001）であった。以上のこ
とから、小学校３年生において、中等度の体力・運
動能力を維持あるいは獲得するためには、１日の歩
数は男子が約15,000歩、女子が約11,000歩、走行以
上の強度による身体活動時間は男子が25分、女子
が約15分必要であることが示唆された。しかしなが
ら、児童期における身体活動量の基準値設定のため
には、低学年および高学年のデータ、都市部や農村
部など地域別のデータなどより多くのエビデンスに
基づいた検討が必要であると考えられる。
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