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さに戦後の日本国民の体力・運動能力
の変遷を示すものであり、その期間・
規模とも世界的にも例を見ない貴重な
ものである。

子どもの体力の現状
　この「体力・運動能力調査報告書」に
よれば、青少年の体力・運動能力は、
昭和39年頃から昭和50年のなかば頃
までは向上を示していたが、昭和60

年頃からほぼすべての体力テスト項目
で急激な低下が認められ、特に運動能
力（走跳投）にかかわるテスト項目でそ
の低下傾向が顕著である（図１）。また、
新体力テストへと移行した後の最近の
約10年間では、低下速度がやや緩や
かになっている、あるいは多くの項目
ではいまだ明確な向上の傾向が見られ
ないままである（図２）。昭和40 ～ 50
年代にかけて見られた体力・運動能力

はじめに
  「体力」を厳密に定義することは容易
なことではないが、ヒトが生活を営む
上で最も重要とされる能力の一つであ
ることは明らかである。現代の急激な
モータリゼーション・機械化が、日常
生活における身体活動を全体的に低下
させたことにより、食事によるエネル
ギー摂取量は相対的に過剰となり、運
動不足に関連した肥満、高脂血症、糖
尿病などの生活習慣病が増加してい
る。このような状況に鑑

かんが

みれば、現代
人の体力は徐々に低下しているであろ
うことは容易に察しがつくものの、実
際には現在どのような状況にあるのか
を知ることは難しい。
　一般にこのことを検証するためには
長い年月を必要とする。幸いにも文部
科学省は、横断的ではあるが40年以
上にわたって日本国民の体力・運動能
力の現状を体力・運動能力調査によっ
て把握し、毎年報告書として公表して
きている。この間、体力テスト項目の
見直しや変更が何度か施されてはいる
が、いくつかのテスト項目は継続して
行われており、累積されたデータはま
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図１　体力診断、運動能力テスト合計点の年次推移（男子）
（文部科学省　体力・運動能力調査報告書のデータを基に作図）
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の向上には、栄養状態の改善などによ
る身長や体重など体格面での著しい向
上がプラスに作用していたと考えられ
るため、体格面での向上を考慮すれば
それに見合うだけの体力・運動能力が
必ずしも向上していたとは言えず、広
い意味では子どもの体力低下は昭和
60年頃のピーク時のずっと以前から
始まっていたと解釈できる。

子どもの体力低下の背景

　平成14年の中央教育審議会による
答申「子どもの体力向上のための総合
的な方策について」では、青少年の体
力低下の原因を次のように指摘してい
る。
①外遊びやスポーツの重要性の軽視な
ど国民の意識の低下
②子どもを取り巻く環境の問題
③生活が便利になるなど子どもの生活
全体の変化
④スポーツや外遊びに不可欠な要素
（時間、空間、仲間）の減少など
⑤就寝時刻の遅さ、朝食欠食や栄養の
バランスのとれていない食事など子
どもの生活習慣の乱れ
　実際にはこれら以外にも様々な要因
が影響を与えていると考えられるが、
特に環境の要因は、現代社会の抱える
根本的な問題であることに加え、特に
子どもたちでは、からだを使った外遊
びや運動・スポーツにかかわる「３つ
の間」、すなわち時間、空間、仲間を
確保することが難しくなっていること
が大きな影響を与えていると解釈でき
る。
　その一方で、積極的に運動・スポー
ツを行っている子どもたちも数多く存
在していることから、よく運動をして
いる子どもとそうでない子どもとの間
で体力差が開く、いわゆる「体力の二
極化」が進んでいることも指摘されて

いる。この点について、調査報告書
の統計資料だけからは分布の変化を
実証することは困難であるが、いずれ
のテスト項目も平均値データは経年的
に標準偏差の増加、すなわち分布の幅
の拡大を伴いながら低下しており、体
力・運動能力の高い子どもと低い子ど
もの格差が生じていることが読み取れ
る（図３）。特に、体力の平均値が低下
していることの一つの要因には、著し
く低い成績を示す子どもたちの数が増
加していることが大きな影響を与えて
いると推察される。また、この点につ
いては、平成20・21年度に小学５年
生および中学２年生のほぼ全員（各年
齢とも約80万人）を対象として行った
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
において、一週間の総運動時間と体力
との二極化の関係が明確に示されてい
る（図４）。
　ところで、一般に体力・運動能力は、
運動やスポーツをよくするものほどそ

の成績が優れる。この傾向は小学生の
後半頃から顕著に現れる特徴である
が、必ずしもすべての年代で運動・ス
ポーツの実施状況が経年的に低下して
いる訳ではない。体力・運動能力調査
報告書を用いて運動・スポーツの実施
の頻度や時間の状況の経年変化を調べ
てみると、中学生男子における運動・
スポーツの実施の頻度（週あたりの回
数）や時間の状況（１回あたりの時間）
は、むしろ以前より増大傾向を示して
おり、子どもたちが運動・スポーツと
無縁になっているとは一概には言えな
い。運動（トレーニング）の効果は、運
動の「強度×時間×頻度」によって規定
されるが、調査結果が示すように「時
間」と「頻度」の要因が確保されている
とするならば、体力・運動能力の低下
は、たとえば運動部活動にほとんど毎
日参加していても、運動の刺激として
最も重要な「強度」が十分に確保されて
いない可能性が疑われる。学校におけ

図２　最近の20年間の小学生の運動能力の推移
　破線は昭和60年の水準を示している。

（文部科学省　体力・運動能力調査報告書のデータを基に作図）
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る体育的活動について、量だけではな
く、質の変化があることも体力低下の
要因として捉える必要性があるかもし
れない。

なぜ子どもの体力低下が問題なのか

　冒頭で述べたように、「体力」の定義
は容易ではないが、「体力」はヒトが生
活を営む上で最も重要とされる能力の
一つであるとの漠然とした共通認識が
ある。しかし、大人が年齢と共に体力
の低下を実感することとは異なり、子
どもは体力の高低にかかわらず成長を
続け、ある時期まで記録の向上が継続
する。したがって、現在の子どもたち
の体力低下に対する現実感は乏しく、
また、そのためには外遊びや運動経験
が重要であることが認識されてもその
不足に対する危機感は乏しい。結果と
して、運動経験や運動能力の獲得には
至適な年齢が存在するにもかかわら
ず、その必要とされる時期に必要とさ
れる運動経験の機会に恵まれないまま
にからだの成長が進んでしまったと思
われる子どもたちが多く見受けられる
ようになってきた。これまでの常識で
は考えられない理由で怪我をしたり、
自分の身体をまったくコントロールで
きない子どもの存在が問題視され始め
ている。
　さらに、子どもが生活習慣病として
すぐに治療の対象となることはほとん
ど無いが、運動不足に関連した肥満、
高脂血症、糖尿病などの生活習慣病患
者の予備軍としてその数が激増してい
る。生活習慣病は、中高年時に重大な
疾患として発症する点にそのおそろし
さがあるが、その基礎的背景はすでに
子どもの頃に確立される。報告書では、
生活状況（朝食摂取状況・テレビ視聴
時間など）と全身持久力テストなどの
生活習慣病と深いかかわりを持つと考

図４　中学２年生の１週間の総運動時間と体力

図３　持久走（1500ｍ走）の経年変化（13歳男子）
昭和39年からの1500ｍ走の記録を、平均値±標準偏差（SD）で表した。平均値が標準
偏差の増加を伴いながら低下しているため，成績が上位（+１SD）の記録にはあまり大
きな変化がみられないが，下位（－１SD）ではその低下が著しいことがうかがえる。
なお，図は３年ごとの移動平均値を用いて作成してある。

（文部科学省　体力・運動能力調査報告書のデータを基に作図）

（文部科学省　平成20年全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書より引用）
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の側面から捉えて目標の設定を行って
いる。
①運動をするための体力：体力・運動
能力調査における全体の平均値を低
下傾向から上昇傾向に転じ、当面こ
れまでの最高値を超えることを目指
す。
②健康に生活するための体力：生活
習慣病につながる要因に関する値や
生活習慣病にかかっているものの割
合を現在より下げていくことを目指
す。

子どもの体力向上に向けて
　体力テストの成績だけを向上させる
ことが目的であるのであれば、体力づ
くりのプログラムだけを実施すればよ
い。しかし、それは対症療法に過ぎな
い。体力向上の取り組みには、まず、
子どもたち、特に小学生年代での遊び
や運動・スポーツの時間、空間、仲間
を取り戻すための仕組みづくりが必要
である。また、小学校就学（６歳）前か
らのより良い生活習慣の確立、体力向
上への取り組みをこれまで以上に強力
に推し進める必要性があるものと思わ
れる。しかし、学校・幼稚園等の教育
を中心としたアプローチには限界があ
ることは明らかであり、家庭や地域を
巻き込んだ取り組みを模索しなければ
ならないであろう（図７）。特に、外遊
びやスポーツあるいは体力の重要性に
関する保護者意識の向上への取り組み
は重要な課題である。
　また、日常生活における運動や遊び
の持つ意義、あるいは体力や健康の重
要性を、幼少期から青少年期に至るま
でそれぞれの年代に合わせてよく理解
してもらえるような教育プログラムを
開発する必要性があるであろう。子ど
もたち自身が体力や健康の重要性を理
解できない限り、子どもたちにとって

図５　生活習慣と全身持久力
「食べる」とは朝食を「毎日食べる」、「食べない」とは朝食を「時々食べない」と 「毎日食べ
ない」を合わせたもの。「１時間以上～３時間未満」とは、テレビの視聴が「１時間以上２
時間未満」と「２時間以上３時間未満」を合わせたもの。

図６　生活習慣の連鎖

えられているテスト成績との間に関連
性が読み取れる（図５）。つまり、体力
の低い子どものライフスタイルは、運
動をしていない、夜更かしをする、朝
起きられない、朝ごはんを食べない、
などの生活習慣の誤りの負の連鎖に
陥っていると考えられる（図６）。した

がって、体力低下を問題とすることの
もう一つの理由は、体力テストの結果
が低いこと自体であると言うよりも、
その背景にあると思われる生活習慣の
乱れを問題視しているのである。前述
した中教審会の答申においても、子ど
もの体力向上を次のように大きく二つ

（文部科学省　体力・運動能力調査報告書のデータを基に作図）
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も受け身の体力づくりしか成立しな
い。その意味では、学校においては特
に保健体育という教科の専門性を再認
識し、それにかかわる高い能力を備え
た教員の育成・確保が求められる。
　文部科学省が平成16 ～ 18年度にか
けて全国で実施した体力向上実践事業
では、時間、空間、仲間を取り戻し、
子どもたちが主体的な取り組みを行う
ことができるようになることで体力が
向上し、生活習慣も共に改善すること
が確認されている。子どもたちの身体
やこころを、保護者、教師、体育関係
者はもちろん、地域の大人たちがどの
ように捉え支えるのかが重要な出発点
であり、まずは大人たちが変わらなけ
ればならないことを多くの実践事例が
示している。

おわりに
　子どもの体力低下や国民の体力向上
への取り組みは、日本に限った課題で
はなく、この問題は程度の差こそあれ
機械化が急激に進んだ全世界の国々の

問題である。特に、欧米諸国では、子
どもの体力低下が生活習慣病を中心と
する健康問題と関連づけられて活発に
研究されており、これら諸外国での取
り組みの中に日本が参考にすべき数多
くのヒントがあるように思われる。た
とえば、現実的に肥満をはじめとする
巨額な医療費問題を抱える欧米諸国で
は、実施規模の違いはあるものの体力
向上を目指す根拠や目標値設定がより
具体的に示され、短い期間で段階的に
評価をする取り組みが多いように思わ
れる。また、関連学会などからも、子
どもの体力を高めるための具体的なガ
イドラインが提示されている。たとえ
ば、アメリカスポーツ医学会（ACSM）
では、運動処方のガイドラインの中で
子どもに対する運動処方について単な
る体力テストの記述に留まらず、学校
の取り組む課題や、学校・地域社会あ
るいは、親たちがすべき事柄にまで言
及している。はじめに述べたように、
日本における子どもの体力低下の問題
は、今すぐに取り組まなければならな

い状況にある。国レベル、関連学会レ
ベル、研究者レベルで諸外国において
実践されている取り組みの情報をこれ
まで以上に積極的に集め、国際的な
情報交換を頻繁に行っていけるネット
ワークづくり、あるいはその拠点づく
りをする必要性があると思われる。
　日本では、厚生労働省が主体となっ
て、メタボリックシンドローム対策と
いうキーワードを掲げ、中高齢者の新
たな保健指導戦略に着手したところで
ある。しかし、その必要性を指摘しな
がらも、青少年、あるいはもっと広い
意味での子どもたちの保健指導や運動
を含めた生活習慣指導については具体
的な方法が明示されてはいない。ま
ず、日本の子どもの特性に合わせ、健
康づくり・体力づくりに向けたより具
体的な実践内容を盛り込んだガイドラ
インづくりをすることが急務であると
も思われる。そのためには、現在の子
どもの至適な運動量や種類をはじめ、
ガイドライン作成のためのエビデンス
となる研究データの蓄積を行っていく
必要がある。また、青少年期から高齢
期に至るまで生涯にわたる体力の変化
の様子を個人個人で記録・管理してい
けると同時に、長期にわたる縦断的な
研究への要請に応えられる情報処理シ
ステム・協力体制・拠点づくりを行う
ために、公的な研究支援体制の一層の
充実が望まれる。国民の体力向上への
取り組みは、一つの研究・学問領域だ
けで扱えるほど単純なものではない。
様々な領域の人たちの知恵と協力がな
ければ、決して解決しない非常に大き
なテーマであることを再認識すること
が、目的達成に向けた重要な一歩であ
ると思われる。◆

図７　地域・学校・家庭の連携


