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1. 緒言 

新体操において、見た目の美しさは 1 つの重要

な要素である。美しさとは、動きのしなやかさや

手先足先の表現だけでなく、体のラインも関係し

ている 1）。2008 年の北京オリンピック大会以降に

ルールが改正されたことにより、芸術点を重視し

た評価になり 2）、表現性を求められるようになった

ことで美しい身体が重要になる傾向がさらに強く

なってきているようだ。特に、新体操は他の競技

に比べ痩せ願望を強く持っている選手が多く、実

際の体重よりも理想体重を低く設定する傾向にあ

る 3）。新体操選手が日常的にどの程度エネルギーを

消費量しているのか、また、新体操の練習中のエ

ネルギー消費量や運動強度がわからない限りは、

体作りをするためのトレーニングや体重コントロ

ールの方法など、選手の健康面にまで配慮した対

策をとることが難しいと考える。そこで本研究は、

新体操選手の 1 日の総エネルギー消費量、練習中

のエネルギー消費量と運動強度を明らかにするこ

とを目的とした。さらに、練習時間に応じた 1 日

の総エネルギー消費量を推定する式を作成する。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

 茨城県内の新体操クラブ選手コースに所属する

女子 12名(小 4～6：5名、中 1～2：7名)である。  

2-2 身体計測 

身長、体重、皮下脂肪厚(上腕三頭筋部、肩甲骨

下部)を測定した。身長は管状計を用いて、体重計

は TANITA 社製の体重計を用いて、皮下脂肪厚に

ついては上腕三頭筋部と肩甲骨下部をキャリパー

を用いて測定した。測定した 2 部位の皮下脂肪厚

をもとに、Nagamine and Suzuki4) の式から身体密度

を求め、Brozek et al.5)の式を用いて体脂肪率(%)を

求めた。 

2-3 1日の総エネルギー消費量および総歩数 

1 日の総エネルギー消費量および総歩数につい

ては、3軸加速度計(OMRON HJA－350IT 約 60g)

を用いて測定した。 被験者には土日を含む 7日間、

起床から就寝まで入浴と睡眠以外はできるだけ装

着をし、支障がない範囲で学校の体育の授業など

の運動中も装着するように指示した。装着部位は

ズボンやスカートのベルト部分、またはポケット

とし、加速度計装着の際には紐の付いたクリップ

で固定した。測定は中学生 7名のみとした。 

2-4 練習中のエネルギー消費量および METs 

 1人の選手につき、1週間分(月、火、木、金、土)

の練習中のエネルギー消費量と METs を加速度計

を用いて測定した。小学生 4 名は火曜日以外の 4

回分(月、木、金、土)の練習を測定した。 

2-5 統計処理 

 1日の総エネルギー消費量については平日、休日

ともに加速度計装着時間が 10時間以上であるもの

を採用し、装着時間が 10時間以下だった曜日につ

いては後日追加で測定を行った。練習中のエネル

ギー消費量については、10 秒ごとにメモリーされ

た運動強度(METs)をもとにエネルギー消費量＝

METs×体重(kg)×時間(h)×1.05 に代入し求めた。身

体活動レベル(Physical Activity Level ; PAL)は PAL

＝1 日のエネルギー消費量÷基礎代謝量に代入して

算出した。新体操の練習時間と PAL の関係の検討

には回帰分析を行った。 

統計処理には、JMP8.0(SAS Institute、Tokyo、Japan) 

を用い、有意水準は 5%とした。データはすべて平

均値±標準偏差で表した。 

 

3. 結果と考察 

3-1 1日の総エネルギー消費量と身体活動量 

 1 日の総エネルギー消費量は 2433.2±364.7 kcal/

日であった。曜日によるエネルギー消費量の一元

配置分散分析から、曜日間に有意な差(p＜0.0001)

が認められ、多重比較を行ったところ新体操の練

習のない水曜日および日曜日と、金曜日を除く練

習日とで有意な差が認められた。1 日の総歩数は、

平日で 12557.2±3362.0歩/日、休日で 9902.0±4654.1

歩/日、1週間で 11798.6±3916.8歩/日であった。PAL

は 2.08±0.27であり、すべての被験者において練習

のない水曜日および日曜日で最小値となり、最大

値との差は最も小さい者で 0.51、最も大きい者で

1.15 と差がみられた。 

 引原ほかの研究 6)と比較すると、本研究の中学生

は、基礎代謝量については小学中高学年女子の値

と近似していたが、1日の総エネルギー消費量につ

いては先行研究の中高生女子よりも高い値であっ

た。また、練習のなかった水曜日および日曜日で

は同年代の平均値と同程度であったのに対し、練

習日においては新体操選手の方が約 300～500 kcal

ほど高い傾向にあった。これらのことから、新体

操選手は同年代と比べて、基礎代謝量が少ないに

もかかわらず、1日のエネルギー消費量が多い傾向

にあり、特に新体操の練習日において差がみられ

ることが明らかになった。 

 1日の総歩数において足立ほか 7)の一般の中学生

女子との比較では、平日、休日ともに本研究の新

体操選手の方が多い傾向にあり、新体操選手は一

般の女子よりも 1 日の総歩数からみた身体活動量

は多い傾向にあると言える。また、足立ほかの研

究 7)では、女子では平日において総歩数が休日の値

より下回ることはなく、休日に比べ平日の方が活

動量は多い傾向にあったが、本研究では、平日の

水曜日よりも休日の土曜日の活動量の方が多かっ

た。一般の女子中学生の 1 日の活動量は主に学校

の有無によって差がみられるのに対し、本研究の

中学生は新体操の練習の有無によって活動量に差

がみられると推察される。 

 全体的に本研究の新体操選手の身体活動レベル

は、厚生労働省 8)による 3 つのレベルの「高い」

2.00(1.90～2.20)に区分されることが明らかになっ



た。各被験者の PAL の最高値は 2.32～2.76 で、ど

の被験者も「高い」の範囲を超えていが、個別に

みてみると練習の無い日においては PAL が 1.57～

1.85 となり、「低い」1.50(1.40～1.60)または「ふつ

う」1.75(1.60～1.90)に区分される日もみられ、新体

操の練習の有無によって PAL の値に差がみられた

ことからも、その日ごとに PAL を評価する必要が

あることがわかった。 

3-2 練習中のエネルギー消費量と運動強度 

 1週間の練習時間の平均は 3.22±0.79 h、エネルギ

ー消費量は 504.8±167.5 kcal、METs は 4.29±0.42で

あった。練習時間と練習中のエネルギー消費量と

の関係において強い相関(r=0.77、p<0.0001)がみら

れた(図 1)。このことから、エネルギー消費量を評

価する上で、練習時間は有効な基準になり得るこ

とが示唆された。 

 

 
  

 
 

また、国立健康・栄養研究所 9)は、スポーツの項

目の「体操全般」で、METsの指標として 3.8 METs

と示しており、比較すると本研究の各曜日の平均

値は0.3～0.8 METsほど指標よりも高い値であった。

結果から、本研究の新体操選手において 3.8 METs

の指標は活動量を過小評価する可能性がある。 

3－3練習時間と PAL の関係の検討 

 練習時間と PAL との間に有意な相関関係(p< 

0.0001)がみられ、回帰式を求めたところ寄与率は

R2=0.72 であった(図 2)。この結果より、練習時間

から新体操選手の日常生活から強度の高い練習を

行った日までの PAL を比較的高い精度で導くこと

ができることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 本研究は、小学 4年生から中学 2年生を対象に、

新体操選手の日常生活および練習中の運動強度に

ついて測定し、以下のような結果を得た。 

 

1)新体操選手の 1 日の総エネルギー消費量は、

2433.2±364.7 kcal/日、PALは 2.08±0.27と一般と比

較して多い傾向にあり、それらは新体操の練習の

有無が関係していると推察される。 

2)練習中のエネルギー消費量は 504.8±167.5 kcal、

METs は 4.29±0.42 であり、練習時間と練習中のエ

ネルギー消費量との関係において強い相関(r＝0.77、

p＜0.0001)がみられたことから、エネルギー消費量

を評価する上で、練習時間は有効な基準になり得

ることが示唆された。 

3)練習時間と PAL の関係の検討において得られた

回帰式は以下の通りである。 

PAL=1.77+0.14×練習時間(h) (R2=0.72) 
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図 1 練習時間とエネルギー消費量の関係 

図 2 練習時間と PALの関係 
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