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１． 緒言 

健康ブームといわれる今日、人々の健康志向の

増大と健康に関する知識の高まりは非常に大きい

ものがある。一方で肥満・過体重の人口が増加し

てきているのも事実である。肥満が生活習慣病の

一要因となることより、疾病予防や死亡率低下と

いう効果の側面から身体活動量の増加が重要視さ

れてきている１）。欧米では早くから日常生活の中で

の身体活動量と健康との関連に注目し、十分な身

体活動量の確保を目的とする様々な政策を推進し

てきた。日本でも今日、身体活動量の増加とその

習慣化が健康を保持増進するために求められるよ

うになり、さらには生涯スポーツへと発展するこ

とが期待されている。そこで本研究では、大学生

を対象として、日常生活以外に意図的に行う活動

の運動量が、大学生の生活の中においてどの程度

の比率を占めるかについて検討することとした。

特に本研究では、生涯スポーツとして近年普及率

の高い硬式テニス部に着目し、部活動実施時と非

部活動時の身体活動量の実態を把握するとともに、

部活動により生じる運動量が普段の生活に与える

影響の大きさや、その種目が身体に与える影響を

身体組成とも関連付けて検討することを目的とす

る。 
 
２． 研究方法 

２－１ 対象 

茨城大学硬式テニス部に所属する女子 10名を対

象とした。また、比較対象として、成田（2001）

の分析対象で使用した運動部活動に所属しておら

ず、日常的に運動習慣をもたない茨城大学生女子

31 名も分析に含めた。 

２－２ 方法 
 身体活動量の測定には一軸加速度計の一種であ

るライフコーダを使用し、2003 年 5 月に 2 週間 10

月に 1 週間腰に装着してもらい、身体活動量を経

時的に記録した。その中で、ライフコーダにより

得られる 1 日における 2 分間毎の強度別最頻値と

事前に用意した記録用紙から、ライフコーダをは

ずしたと思われる時間（未装着時間）が 1 日のう

ち 3 時間以内であるものを対象とした。運動強度

は 0から 9の 10 段階で表され，Mets 数と運動強度

に有意な相関があるということを参考に、強度 1

～2を低強度、強度 3～6を中強度、強度 7～9を高

強度の活動としてそれぞれ分類した。1日の 2分間

毎の強度別最頻値データと被験者により記録され

た活動記録用紙から部活動実施時間中のデータを

抜き出し、各強度の数を数え、そこから部活動実

施時間における強度毎の割合を算出した。同様に

部活動外活動時間においても、就寝中とライフコ

ーダをはずしている時間を除くすべての時間にお

いて、また 1 日（24 時間）における各強度の出現

頻度を調べ、データをもとにそれぞれ強度毎の割

合を算出した。部活動実施時間、部活動外活動時

間、１日（24 時間）で算出された各強度の割合に、

それぞれ 1440 分（24 時間）を乗じることでその時

間に占める強度別の時間も算出した。 

 身体組成については，身長・体重・周径囲 6 項

目（上腕囲、胸囲、腹囲、殿囲、大腿囲、下腿囲）、

皮下脂肪厚 6 部位（上腕後部、肩甲骨下部、腹部、

腸骨部、大腿、下腿）を測定した。身長と体重か

ら BMI を算出し、身体密度は IUBC のデータから運

動群・非運動群を選び出し、皮下脂肪厚項目を用

いてそれぞれ回帰分析を行い、そこから式を作成

したものを使用した。体脂肪率は Siri の式に代入

することにより求め、そこから体脂肪量、除脂肪

量、体脂肪量指数、除脂肪量指数を求めた。 
 
３． 結果と考察 
 図１，図 2 は部活動実施日と非部活動日一日の

身体活動量と非運動群の１日の身体活動量を強度

分類ごとに表したものである。部活動実施日と非

部活動日を比較してみると低強度の活動強度では

非部活動日の方が、中強度・高強度では部活動実

施日がそれぞれ有意に高い値を示している。また

非運動群と比べてみると、部活動実施日のテニス

部群と有意な差がみられるとともに、非部活動日

においても低強度・中強度・高強度の活動強度す

べてでテニス部群の方が有意に高い値を示してい

る。部活動を行わないということは、非運動群と

同様のライフスタイルとも考えられるが、非部活

動日においても有意な差がみられるということは、

運動の習慣化が自然と休息日にも何らかの影響を

与え、個々の活動を活発にしているのではないか

と考えられる。部活動実施日と非部活動日を比較

すると、低強度の占める割合は非部活動日の方が

高いが、中強度の活動割合に関してはほとんどそ

の差はみられなかった。このことは、CDC/ACSM
による一日に中強度の運動を断続的でも 30 分以上

行うことが肥満減少・健康維持を目的とするため

には望ましいという見解に十分対応できるもので

ある。非運動群が中強度の運動を 30 分以上という

目標をクリアできていないということを考えると、

部活動のように意図的に行う身体活動が日常生活

に与える影響は非常に高いものと考えられる。次

に、部活動実施時間と部活動外活動時間について

みてみると、図 3 より強度分類のそれぞれに占め

る割合では、低強度では部活動外活動時が、高強

度では部活動実施時の方がそれぞれ高い値を示し、

有意な差がみられた。部活動中の活動強度の大き

さが結果に反映していることがわかるが、一方で

個々の部活動実施時の強度分類別割合をみてみる

と（図 4）、低強度・中強度の占める割合にかなり

ばらつきがみられ、個々の活動量の特徴を表して

おり、同じ時間に同じメニューをこなしていても

活動強度面では差が見られるということがわかる。 
次に身体活動量と身体組成との相関について述



べる。BMI と身体活動量には高い相関がみられる

という報告が多くなされているが、その内容は

BMI と平日の活動に高い相関があるというものと、

余暇時間活動を主とする土曜・日曜と高い相関を

示すという報告があり、意見の一致がなされてい

ない２）。そこで本研究でも同様に BMI と曜日別の

身体活動量との相関をみたところ、平日ではｒ＝

0.368、休日ではｒ＝0.247 と本研究ではわずかでは

あるが平日と BMI の方が比較的高い相関がみられ

た。本研究の研究方法より BMI の変容には、平日

の身体活動量が影響していると考えられ、肥満改

善や体型維持を目的とするメニューを考える上で

の参考となりうるであろう。各身体活動量と体脂

肪率、周径囲、皮下脂肪厚にそれぞれ有意な相関

はみられなかったが、Locke ら３）の歩数と BMI、
体脂肪率の相関についてみてみると、表 1 より非

部活動日では相関はみられなかったが、部活動実

施日で歩数と BMI でｒ＝－0.13、歩数と体脂肪率

ではｒ＝－0.19 と相関は弱いものの先行研究とほ

ぼ同等の負の相関を示した。部活動実施日の方が

歩数が多いということから、歩数と体組成には関

連性があると考えられる。 
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図１．部活動実施日･非実施日 1 日(24 時間)の強度分類別割合

 
４． まとめ 
 本研究において、身体活動量と身体組成項目で

は有意な相関がほとんどみられなかったが、活動

レベル・強度レベルを上げてみるとまた違った相

関関係が期待できるかもしれない。しかし、茨城

大学硬式テニス部の活動競技レベルでの関連を明

らかにしたことは、より広い意味での身体活動量

と身体組成を考える上で一つの手がかりとなるだ

ろう。身体活動量では、部活動実施時の身体活動

量が非部活動時に比べ有意に差があり部活動のも

つ意味を確かなものにしただけでなく、部活動を

含まない１日と日常的に運動習慣をもたない集団

の１日を比較してもやはり有意な差がみられ、部

活に所属している集団の方が高い運動量を示して

いることが明らかとなった。このことより、意図

的に行う身体活動が身体により活発な影響を与え、

身体活動の習慣化をもたらすということは、教育

現場における部活動や体育授業のもつ意味と価値

を広げるとともに、QOL を目指す健康を目的とする

各機関においても、疾病予防と健康増進の側面か

ら、身体活動の必要性を考える上でのひとつの指

標となるだろう。 
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図２．テニス部群･非運動群の強度分類別 1 日に占める時間 

図３．部活動実施時･部活外活動時の強度分類別割合 

図４．平日部活動時における各部員の強度分類別割合 
 
 

表１． 1 日(24 時間)の身体活動量･歩数と身体組成項目の相関 
  ＢＭＩ ％ＦＡＴ 

部活あり   

身体活動量 0.19 -0.03 

歩数 -0.13 -0.19 

部活なし   

身体活動量 0.16 -0.06 

歩数 0.02  -0.07 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


