
30 
 

知的障害児の身体活動量 
発表者 関 理恵  

指導教員 松坂 晃  
キーワード：知的障害児、身体活動量、加速度計、歩数、強度別時間、運動スキル 

 
1．緒言 

近年、知的障害者の平均寿命がのびており、そ

れに伴い、健康管理、QOL の向上、自立支援など

についての関心が高まっている。成人に限らず、

小児期から生活習慣を見直し、健康への関心を高

め、一次予防に努めることが重要となる。 

身体活動は、知的障害者の健康関連体力の向上

と肥満予防につながる重要な要因である。知的障

害者（成人）の身体活動量は、健常者の不活動群

と同程度で少ないことが報告されているが、知的

障害児に関しても、遊びの機会が少ない、新しい

場面に対する警戒心、興味・関心維持能力の不足

などから身体活動量は低いと考えられる。しかし

研究は遅れており、Frey ら（2008）によると、知

的障害児の身体活動量に関する文献は少なく、ま

た、客観的方法で評価した研究も行われておらず、

具体的な身体活動量は不明であるとされている。 

知的障害児の運動不足は、肥満や生活習慣病へ

とつながり、望ましい身体発育、運動スキルの発

達を妨げ、運動嫌いを助長し、自立を妨げる要因

となる。そこで本研究では、知的障害児の身体活

動量を客観的方法で明らかにし、また、その身体

活動量と関連のある要因を調査することを目的と

した。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 

 茨城県内の特別支援学校に在籍する小学部 1 年

生～高等部 3 年生の児童・生徒 75 名を対象とした。 
 健常児の身体活動量は、茨城県内の小学 1 年生

～高校 3 年生までの 296 名を対象としたこれまで

の研究で蓄積されたデータを使用した。 
2-2 測定方法 
2-2-1 加速度計による身体活動量の測定 

事前に了承を得た児童・生徒に加速度計（ライ

フコーダー）を配布し、起床時から就寝時まで腰

部に装着するように依頼した。平日 3 日間、1 日

10 時間以上の記録が取れた測定データを使用した。

得られた測定データのうち、歩数、強度別時間（強

度 0～9）を 3 日間で平均し、1 日の平均値を求め

た。また、強度 1～3 を低強度運動、強度 4～6 を

中強度運動、強度 7～9 を高強度運動とし、その 3
つに分類して強度別時間を求めた。健常児も同じ

方法で身体活動量を測定し、歩数、強度別運動時

間の平均値を得た。 
2-2-2 質問紙による調査 
知的障害児の担任教諭を対象に質問紙による調

査を行った。調査する項目は、①登下校の方法と
所要時間、②体育の授業の時間と頻度、③学校内
での身体活動状況（種目、時間、頻度）④体力、
⑤運動技術の 5 項目である。 
2-3 分析方法 
2-3-1 知的障害児と健常児の比較 
 歩数、低強度、中強度、高強度、低強度以上、
中強度以上の運動時間をそれぞれ小学部・中学

部・高等部の 3 つに分けて、知的障害児と健常児
でそれぞれ平均値、標準偏差を求めた。 
2-3-2 知的障害児の身体活動量と関連因子 
肥満度、質問紙法による体力得点、運動技術得

点を、加速度計による低強度以上、中強度以上、

高強度の運動時間とそれぞれ相関分析を行い、検

討した。有意水準は 5%とした。なお、質問紙法に

よる体力得点とは、質問紙の調査項目④の 5 段階

評価の回答をそのまま合計して点数化したもので、

運動技術得点とは、調査項目⑤で、「できる」と

回答のあった数を得点としたものである。 
2-3-3 加速度計と質問紙による身体活動量の比較 
加速度計で測定した身体活動量と、質問紙上で

算出した身体活動量について、相関分析を行った。

有意水準は 5%とした。 
質問紙上で算出した身体活動量は、質問紙にあ

る項目、①～③の時間を合計したものである。 
 統計処理にはすべて SPSS を使用した。 
 
3．結果と考察 
3-1 知的障害児と健常児の身体活動量 
 高校生の健常児のデータについては、教室での
授業中にもかかわらず、相当量の運動が記録され
るなど、信頼性に疑問があったので、比較対象か
ら除外した。 
図 1 に 1 日の歩数を示した。星川ら(1985)は 1 日

の歩数を、小学生で 17728 歩、中学生で 11427 歩、
高校生で 7998 歩と報告している（図 1）。 
星川らの研究結果では、1 日の歩数は小、中、高

の順に減少していく傾向が見られた。それに比べ、
本研究の知的障害児では、小学部、中学部、高等
部に大きな差はなく、ほぼ同じ結果となった。 
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図 1 1 日の歩数の平均値 

また、強度別時間（MVPA：中強度以上、VPA：
高強度）を図 2 と図 3 に示した。 
 これらを比較してみると、中学部では大きな差
は見られないが、小学部では知的障害児は健常児
より身体活動量が少ないことがわかった。 
また、先行研究では、学年が上がるにつれて身

体活動量が減少する傾向があるが、知的障害児で
は小学部、中学部、高等部の間に差が見られず、
ほぼ同じ値となった。 
 その原因として、小学部では活発な外遊びが少
なく身体活動量が少ない、高等部では毎日のラン
ニングなどによりの身体活動量が多いということ
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が考えられる。また、小学部においては通学時の
運動時間や体育授業中の運動時間が少ないことも
関連していると思われる。 

0

10

20

30

40

50

60

70

小 中 高

時

間

（
分

）

障害児 健常児

 
図 2 MVPA 
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図 3 VPA  

  3-2 知的障害児の身体活動量と関連因子 
笹山ら(2009)によると、小学生において、身体

活動量が多い児童ほど体力が高いという関連性が

あると報告されている。本研究でも健常児の体力

（反復横とび）と身体活動量の間には正の相関関

係が認められた（低強度以上の運動時間：r=0.293、
p<0.01、中強度以上の運動時間：r=0.256、p<0.01、
高強度運動時間：r=0.305、p<0.01）。しかし、知

的障害児においては肥満度、体力得点、運動技術

得点と強度別運動時間の間に有意な相関関係が見

られなかった。 
これは、知的障害児においては、肥満度、体力、

運動技術が身体活動量を決める要因ではないこと
を示唆していると思われる。むしろ、知的障害児
の身体活動量を決める要因は、本人にあるのでは
なく、その周囲の環境（障害者が運動できる場所、
指導者、支援者など）にあるということが推察さ
れる。 
3-3 加速度計と質問紙による身体活動量の比較 
 笹山らは、質問紙法による身体活動量評価は子

どもを対象とした場合、妥当性が低くなると述べ

ている。本研究でも質問紙による身体活動量と有

意な相関関係が見られたのは、中強度以上の身体

活動量のみで（r=0.325、p<0.01）、低強度以上、

高強度運動時間には有意な相関関係が見られなか

った。この結果から、質問紙による身体活動量の

評価は、歩行～軽い走行程度の身体活動量の評価

ができること、また、加速度計による身体活動量

には、質問紙法では評価できない身体活動量が含

まれていることが推察された。 

質問紙による身体活動量は多いが、加速度計で

は少なく評価された児童・生徒が全体の 2 割程度

いた。それには、運動強度の強いスポーツ（サッ

カー等）を行う際に、安全面の理由などから加速

度計を外してしまった可能性がある。 
本研究では加速度計による身体活動量の測定日

と、質問紙調査を実施した日が同じではないこと
など課題もあり、さらに研究が必要である。 
 
4．まとめ 

本研究の目的は、知的障害児の身体活動量を客

観的方法で明らかにするとともに、その要因を調

査することを目的とした。その結果、次のような

ことが明らかとなった。 
１） 知的障害児の 1 日の歩数では、小学部で

11682±3888 歩、中学部で 10588±4631 歩、高

等部で 11173±4432 歩であった。 
２） 強度別時間で評価すると、低強度は小学部、

中学部、高等部がそれぞれ 85.4±23.2 分、

71.2±30.2 分、72.0±23.6 分、中強度は小学部、

中学部、高等部がそれぞれ 22.4±11.8 分、

22.9±14.2 分、27.3±16.7 分、高強度は小学部、

中学部、高等部でそれぞれ 15.7±8.1 分、

12.8±10.0 分、12.8±9.2 分であった。 
３） 知的障害児の身体活動量は、小学部において

健常児より少ないことがわかった。また、学

部間に差はあまり見られず、その原因として

小学部の身体活動量が少ないこと、高等部の

身体活動量が多いことが推察された。 
４） 知的障害児の身体活動量と、肥満度や体力、

運動技術には相関がなく、身体活動量を決定

する要因は、周囲の環境にあることが推察さ

れた。 
５） 加速度計による身体活動量とアンケートによ

る身体活動量の間には、中強度以上の身体活

動量のみ相関があり、その他では相関が見ら

れなかった。 
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