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1. 緒言 

摂食障害¹⁾は、食事を摂らなくなってしまう拒

食症と、極端に大量に食べてしまう過食症がある。

拒食症は、食事量が減る、低カロリーのものしか食

べないことから体重が極端に減る、痩せて月経が

こなくなるといった症状があり、過食症は、いった

ん食べ始めるとやめられない、むちゃ食いしては

後悔し、憂鬱になるなどの症状がある。 

2020 年 4 月から高等学校の学習指導要領が改訂さ

れ、保健体育分野において、現代社会と健康の中に

新たに「精神疾患の予防と回復」の項目が追加され

ることとなった。水野²⁾はこの項目においてうつ

病、統合失調症、不安症、摂食障害の 4 疾患につい

て具体名を挙げて理解されるように指導すること

が求められると述べている。 

さらに、岡野³⁾は競技力向上と減量を過度に結び

つけるスポーツサブカルチャーの存在が大きいた

め、女子アスリート、特に持久系（中・長距離、マ

ラソン）や審美系（体操競技・新体操・チアリーデ

ィング）のアスリートでは摂食障害（拒食症・過食

症）の発生率が一般の女性より、かなり高いと述べ

ている。しかし、摂食障害に至る可能性が高い人が

どのような環境から発症に至ってしまうのか、そ

の要因を明らかにしている論文を見つけることが

できなかった。 

そこで、本研究では、対象者を新体操競技者に絞り、

摂食障害を発症する危険性が高い者を対象者とし

て選定したうえで、それぞれの対象者を取り巻く

環境からその要因を明らかにし、環境改善への糸

口を見出す。 

 

2. 研究方法 

2－1 調査対象 

N 大学女子新体操部部員 16 名に対し、日本語版

EAT−26 を実施し、この判定結果の合計点数が高か

った対象者 3 名、合計点数が低い対象者 1 名を選

抜した。 

2－2 調査期間  

2020 年 6 月 27 日～2020 年 11 月 9 日 

コロナ禍において、インタビューは全てオンラ

インで行った。 

2－3 調査項目 

 日本語版 EAT‐26⁴⁾は、高校生以上を対象にした

神経性やせ症の早期発見を目的とした質問紙であ

る。20 点以上であればこれを発症するリスクが高

いことを疑い面接や身体測定を実施するよう示さ

れている。点数が低いほどリスクが低いことを示

している。 

対象者へのインタビューでは、育ってきた環境

や内面的な思考を明らかにするために質問（8 項目）

を行った。①新体操を始めた年齢・そこからの経歴 

②各ライフステージにおける指導の受け方③新体

操選手は痩せていないといけないと思うかとその

理由④体重と自分の価値⑤現在の身長・体重⑥目

標体重・目標体重の決め方⑦アンケート内容につ

いて⑧自分が指導者だったらどんな指導を心がけ

るか（指導者になりたい人のみ） 

2－4 分析方法 

（1）インタビューした内容を Wordに逐語記録し、

その中で気になる言葉を洗い出した。その後 KJ 法

（図解及び文章化）を用いて思考の背景にある要

因を探る。LINE アプリを使い随時対象者と連絡を

取り確認することにより、筆者の主観が入らない

よう心がけて行った。 

（2））新体操ナショナルチームと対象者 4 人の BMI

を算出し、世界保健機関（WHO）が提示している評

価基準と比較した。 

（3）EAT‐26 の点数が高かった対象者 3 名（対象

者 A、B、C）の共通点を探り、対象者 D と比較し、

今後の新体操競技者を取り巻く環境改善への糸口

を見出した。 

 

3. 結果 

3－1 対象者 A 【23／78 点】 

3 歳から新体操を始め、中学生の時は強いチーム

に所属するため、地元を離れ、県外に移住した。父

親は仕事のため地元に残り、母親と妹は共に移住

するほど、協力的な環境で育った。 

現在、BMI 値は 16.65 と痩せに分類されるが、太っ

てしまう恐怖心が強く、体重を落としたいという

願望がある。この背景には、小学生や高校生の頃、

目標体重を切れていない先輩が先生に叱られ、切

るまで走り、練習に参加できない様子を見てきた

ことが挙げられる。また、大会の出場メンバーを決

める時に、「スタイルが良いから、対象者 A をメン

バーに入れる」と言われたことから、技術面では劣

っているので、スタイルだけはキープしていなけ

ればならないという思考になったことが分かった。 

3－2 対象者 B 【21／78 点】 

4 歳から新体操をはじめ、地元のクラブチームで

中学生まで続け、全国常連校に入り、団体・個人と

もに、全国大会出場を果たしている。対象者 B の母

は新体操経験者であり、共に自主練習をしてくれ

ており、新体操に協力的な環境だった。 

BMI17.53 と痩せに分類されるが、ビデオを見ると

自分が太っているように見えたり、母に以前に比

べ体型のことを指摘されたりするため、痩せなけ

ればいけないと思っていることが分かった。 

3－3 対象者 C 【27／78 点】 

対象者 C は、食べ物や食べ方について、自分の中

できまりを作るが、きまりが守れなかったときに

罪悪感を抱くことが多いことが分かった。練習前

と練習後に体重測定をし、減っていたら「頑張って

動いた」と褒められた経験をしたことから、体重を

減らすと努力が認められるという考えになってい

ることが分かった。また、過去の自分の体型になる



ことを目標としており、過去の自分や周りの人と

比べて、落ちこむことが分かった。 

3－4 対象者 D 【10／78 点】 

対象者 D は、体型に関して、今の自分ができる最

高の状態にすることを目標としており、体重や体

型について悩みがあるときは、自らスポーツトレ

ーナーに相談し、正しい情報を入れることを心が

けてきた。また、新体操選手として、体型、体重を

自分で管理することは大切だと発言しながらも、

体重・体型によって気持ちが変わることが無いた

め、体型・体重と自分の価値を繋げることも無いこ

とが分かった。 

 

4． 考察 

対象者へのインタビューをもとに対象者 A・B・C

の思考に共通する要因3点を見出すことができた。 

4－1 指導者や家族と選手の関係性について 

指導者が出場選手を決定することがほとんどで

あるため、指導者に認められるために綺麗な体型

でいなければならないという、強迫観念に駆られ

てしまう選手も多い。そのため、自分自身に対する

評価を自分で決めるのではなく、周りに求めてし

まう選手が多いと考えられる。また体重が減ると

指導者から褒められ、増えていると叱られるなど

の罰則があるため、体重を減らすことに執着しが

ちである。体重を減らすために食べなくなるため

競技者の栄養状態が悪くなり、月経異常に繋がっ

てしまうと考えられる。指導者は、指導方法を改め、

競技者の先を見据えた指導をしていくべきである。 

4－2 競技者の思考について 

EAT‐26 の調査で点数が高かった対象者は、過去

の自分や、他人と今の自分を比べる傾向にあるこ

とが分かった。また、自己評価よりも他人からの評

価を自分の評価とすることも分かった。この考え

方になる要因としては、体重制限や体型維持をし

ている競技者は体重に表れるため、努力を認めて

もらいやすいという競技者の考えがある。他人と

の比較や数字だけで自己評価するのではなく、自

分自身のなりたい姿や目標と向き合うことが、重

要であると考えた。 

4－3 新体操と体重・体型の関係について 

新体操のナショナルチームである、フェアリー

ジャパンの BMI を算出した結果、団体競技者の平

均が 17.2、個人競技者が 16.6 であった。世界保健

機関（WHO）での評価では、標準は 18.5～25、18.5

未満が痩せに部類されている。したがって、フェア

リージャパンの競技者たちは、WHO の示す普通体重

の数値より下回っている選手が多いことが分かる。

また、フェアリージャパンの強化部長である山崎

は、「選抜は、第 1 にプロポーション。」と証言して

おり、体型がナショナルチームに選出されるため

に深く関わっていることを述べている。⁵⁾標準 BMI

を大きく下回るナショナルチームの競技者が基準

となり、新体操をしている競技者たちの手本とな

るため、新体操競技者における、標準体型の基準が

「やせ」になるという現状がある。この現状を解決

するためには、競技者が自分自身の適正体重を理

解し、健康を意識した体重・体型設定をしていくこ

と、自分が体調良く動ける感覚を養うべきである。 

4. まとめ・今後の展望 

俵⁶⁾の調査によると、体型評価に関して実際の

BMI が「やせ」「普通」でも「太っている」と体型を

過大評価している者は、自己評価の理由を他人や

過去の自分との比較により体型を評価していると

述べているが、新体操競技者においても同様の傾

向がインタビューより明らかとなった。今回の調

査からは、指導者から他人と比較される指導を受

けたことがある対象者が上記のような自己評価を

していることが分かった。 

また、田仲ら⁷⁾は、主観的肥満・低体重思考群（主

観的な体型評価では太っていると評価している群）

は痩せ願望が高く、摂食障害傾向も高いと示唆し

ている。新体操競技者においても EAT‐26 の調査

によって、摂食障害傾向が高いと示された対象者

は、痩せ願望が強いことが分かった。自分自身の体

重・体型を客観的に評価することができれば、摂食

障害の予防になるのではないかと考えた。 

さらに、羽田⁸⁾は、新体操の競技特性として競技

寿命が短いと述べている。生涯スポーツにするに

は難しいスポーツであるため、短い期間、無理を承

知で続けようとすると考えられる。よって長期的

な競技人生が考えにくく、指導も短期的な考えに

至ってしまっているのではないか。競技人生を終

えても健康に過ごしていける指導をすべきである。 

今回の調査の過程で担任による健康観察の重要

性が浮き彫りになった。例えば、学校生活におい

て、クラブチームの活動中心となりすぎて学習が

おろそかになっていないか、給食を適正量食べて

いるか等が挙げられる。また学校教育で、BMI に

関して WHO の普通基準を指導することが大切であ

る。 
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