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1.  緒言 

今日、中高年の健康で QOLの高い生活のために
身体的に自立していることが求められるようにな

り、中高年の体力に関する研究も多く行われてい

る。 
木村や森本（1990）によると体力の加齢による

変化は体力要素によって異なり、平衡性・敏捷性・

柔軟性・瞬発力・筋力・持久力のうち女性で最も

低下が激しいのは平衡性であったと報告している。

また、渡部（1994）の研究によると、運動習慣の
あるものとないものを対象者とした開眼、閉眼、

椅子からの立ち上がり動作の３つの条件による平

衡機能を比較すると、立ち上がり動作では運動習

慣の有無によって違いがなかったが安静立位条件

（開眼・閉眼）において、運動習慣のあるものの

方が身体の動揺距離が有意に小さい値を示した。

平衡性能力は高齢者であっても相当な適応性と学

習能力を保持しておりトレーニングによって改善

することが可能であるとされている（Moller,1991 ）。
ただし、これらの研究は全て 60歳以上を対象とし
て行われているがあるが、筋力の低下が顕著にみ

られるようになるのは 50 歳以降といわれている。
そこで本研究では 50-79歳を対象として、週 1回の
健康体操の時間以外にも習慣的に実施している群

としていない群で体力や身体組成項目の結果がど

のように違うのか 65 歳未満と 65 歳以上の場合に
分けて比較検討する。 

 
2.  研究方法 

2-1  研究対象 

ひたちなか市健康体操クラブの女性会員 45 名。
平均年齢は 62.3±5.32歳 
2-2  測定項目 

1) 形態的測定項目・・身長・体重・体脂肪率 
2) 身体組成項目・・周径（上腕囲・腰囲・殿囲）・
W/H、超音波測定法により皮下脂肪厚 4 部位（上
腕前部・上腕後部・大腿前部・下腿内部）、筋厚 3
部位（上腕前部・上腕後部・大腿前部）、足指開排

能（I-V指間長・足指のスパン長・スパン指数） 
3) 体力測定項目・・（握力・上体起こし・長座体前
屈・立ち幅とび・ファンクショナルリーチ・落下

棒反応・開眼片足立ち・閉眼片足立ち）の 8項目 
2-3  アンケート 
日常の運動習慣、生活習慣に関する質問 
2-4  分析方法 

1) 偏差折線・・65歳未満非運動群の平均値を y軸
の 0とし、x軸の１目盛を各測定項目での標準偏差
として 65 歳未満運動群・65 歳以上非運動群・65
歳以上運動群の平均値を比較する。(図 1) 
2) 要因分析、t検定・・それぞれの項目の結果に運
動習慣の有無の影響があるのかを統計的に調べる。 
3) 主成分分析、相関行列・・開眼・閉眼・ファン
クショナルリーチの３項目がそれぞれどのような

因子にわけられ、他の身体的、体力的要素とどの

ように関連するか検討する 

 

4.  結果と考察 

 本研究では 65歳未満・65歳以上で週 1回の健康
体操の時間以外で習慣的に運動を実施している群

としていない群をそれぞれ運動群と非運動群とし、

それぞれの特徴項目ごとの平均値と標準偏差でと

らえて比較した。そのために偏差折線(図 1)を作成
し、散布図と合わせて視覚的に各年代の運動群・

非運動群結果を比較した。 
皮下脂肪厚の値はどちらの年代でも非運動群が

運動群を上回っていた。とくに 65歳以上における
大腿前部、下腿内側部での運動群と非運動群の違

いは散布図からも視覚的に確認できた。筋厚はい

ずれの年代でも運動群が非運動群を上回っており、

特に 65歳以上の大腿前部では散布図からも運動群
と非運動群の差が顕著にみられた。これは運動群

と非運動群を比較して t検定を行った結果、大腿前
部で有意な値を示したことからも確認できる。加

齢に伴って、四肢の筋量・筋力は減少傾向を示す

が、その傾向は上肢より下肢で顕著であるという

報告がある。一方運動習慣が筋萎縮を抑制する効

果があるところから、運動習慣のある高齢者では

大腿部の筋萎縮の予防効果が働き、運動習慣のな

いものとの間に明らかな差が生じたものとも考え

られる。 
 足の機能の指標となるスパン指数は偏差折線で

は 65 歳未満でも 65 歳以上でも明らかに運動群が
非運動群より大きかったが散布図からは運動群と

非運動群の差がはっきりとは確認できず個人の影

響が強く反映していると思われ、本研究では運動

の効果は確認できなかった。 
 体力測定項目における年代ごとの運動効果の違

いを検討すると、握力・比握力・上体起こし・立

ち幅とびなどの筋力を測る項目では、運動群、非

運動群ともに 65歳ごろを境に右肩下がりに低下し
ており、いずれも 65歳未満での運動群・非運動群
の差に比べ 65歳以上では両群の差があまりないと
いえる。このことから筋力に関しては 65歳ごろか
ら、運動群においても加齢とともに低下し、運動

の効果も低下することが示唆される。これは木村

による研究において握力で運動習慣の有無によっ

て、結果に違いが出なかったこととも一致してい

る。加齢による筋の萎縮は速筋線維で選択的にお

こり、筋力の低下を抑制するためには筋力トレー

ニングが有用だと言われている。しかもその効果

をあげるためには運動強度が問題であり、十分に

強度の高い筋力トレーニングを継続的に実施して

いる高齢者は速筋線維の選択的萎縮が抑制される

としている。筋厚では運動効果が見られたが筋力

では差が見られなかったのは本研究における 65歳
以上の被験者の運動内容が、ウォーキングや水泳

が中心であり筋力の低下を抑制するには運動負荷

が低いということが原因として考えられる。 



一方、開眼片足立ちではテストでの上限の 120
秒に達した人の割合が運動群は非運動群の約 1.9
倍であり運動の効果があることがわかる。しかも

65 歳以上の運動群でも加齢による低下があまりみ
られなかった。これは姿勢維持における主働筋で

は遅筋線維が主に使われており他の筋力に比べて

筋の萎縮の影響を受けにくいことも関係している

と考えられる。しかし閉眼片足立ちは 65歳未満で
は運動群と非運動群の間の差が顕著にみられるが、

65 歳以上では運動群・非運動群の間の差はあまり
見られなかった。ファンクショナルリーチに関し

ては、分布にばらつきが多く運動効果の傾向をつ

かむことができなかった。 

 
図 1 各年代における運動習慣の有無別比較 

 
そこで主成分分析を行いそれぞれの平行機能に

関連する成分を細かく見ていくと、同じ平衡機能

を見る測定手段であっても開眼片足立ち・閉眼片

足立ち・ファンクショナルリーチはそれぞれ別の

因子から構成されていた。開眼片足立ちは上体起

こし・比握力と同じ因子からなり、閉眼片足立ち

は I-V指間長、立ち幅跳びと同じ因子に分けられた。
また動的なバランス能力を測るファンクショナル

リーチは、落下棒反応と同じ因子になった。 
実際に同じ因子内の項目同士の相関関係を調べ

てみても、全ての組み合わせにおいて 5％水準で有
意な相関がみられた。平衡機能は、視覚入力・前

庭入力・筋感覚などの深部知覚入力の 3 つの入力
が小脳や脳幹で統合され、最終効果器である筋肉

に出力されることによって保たれており(平井ら、
2004)特に開眼片足立ちは下肢の筋力のみでなく、
その協調性、バランス感覚などの総合されたもの

が影響する。そのため、開眼片足立ちではからだ

が揺らいだという情報が脚部だけでなく視覚から

全身の筋に伝達され反射的に全身の筋が平衡を維

持するために働く。一方閉眼の場合、この視覚か

らの情報が失われるためにからだが揺らいだ・偏

ったという情報を視覚以外の三半規管や脚部の筋

感覚に、より依存するようになると考えられる。

特に床と接している足部や脚部の筋への依存度は

開眼での時より大きくなる。このように平衡機能

を調べる項目である開眼片足立ち、閉眼片足立ち、

ファンクショナルリーチでも関連している体力要

素が違うことから、異なった情報として意味づけ

られることが明らかになった。 
 
5.  まとめ 

 本研究では 50-79 歳の被験者を対象に皮下脂肪
厚や筋厚のような身体組成項目や各体力測定項目

で運動習慣の有無がどのくらい結果に反映される

のかを 65 歳未満と 65 歳以上で比較した。その結
果 65歳未満ではファンクショナルリーチ以外の全
ての項目で運動習慣のある群の方が優れた結果を

示した。しかし 65歳以上では皮下脂肪厚と筋厚の
ような身体組成においては習慣的な運動の効果が

見られたが、体力測定項目では握力・上体起こし・

立ち幅跳びのような筋力に関する測定では運動習

慣の有無による違いは見られなかった。このこと

から 65歳以上においてウォーキングなど運動を習
慣的に行うことは体脂肪を減らし、筋量の萎縮を

予防する効果は期待できるが、筋力の低下を抑制

するためにはもう少し強度の高い筋力トレーニン

グが必要であるといえそうである。しかし、開眼

片足立ちでは 65歳以上であっても運動習慣のある
群がない群より優れた結果を示した。これは平衡

維持には握力や上体起こし、立ち幅跳びなどとは

違い、筋の萎縮の少ない遅筋線維が適しているた

め他の体力要素と比較して筋力の低下の影響を受

けにくかったためと考えられる。しかし同じ平衡

維持機能を測る方法である閉眼片足立ちでは 65歳
以上で運動習慣の有無による違いが見られなかっ

た。このことは、主成分分析の結果から閉眼片足

立ちが脚部の機能への依存が高いといえることと

も関連しており、同じ平衡機能を測る方法である

開眼片足立ち・閉眼片足立ち・ファンクショナル

リーチであっても、得られた結果の情報は異なる

意味づけがされるべきであることを示唆している。 
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