
1961年に設置された体育研究所（所員20名）は，本塾の大学体育
科目を展開すると同時に，体育・スポーツに関する研究を多岐に渡り
実践する機関である．

本年度より，本研究所は塾創立150年に向け，「プロジェクト研究」を
スタートさせ，所員3～8名により構成される５つのグループごとに，
それぞれのテーマに即した共同研究を進めている．

1) 一貫教育校との連携

【内容】一貫教育校と連携し，一貫教育システムが体力・健康に及ぼす影響について検討すると
ともに，基礎資料収集・共通スポーツテストを通じて，慶應義塾の体育教育システムを見直す．
【構成員】：加藤幸司 ，安藤勝英 ，綿田博人 ，松田雅之 ，吉田泰将 ，西村忍

2) 塾生の形態・運動機能の評価

【内容】体育研究所独自の，より専門的な形態・運動機能の評価を塾生に対して行う．
2005年度より継続的に行っているプロジェクト「Ｎｉｃｅ Bodyへの道」はこのテーマに属する（別パネル）．
【構成員】：佐々木玲子 ，村山光義 ，村松憲，清水靜代 ，牛山潤一

3) 技術向上のための研究

【内容】映像等，各種機器を用いてフォームやスウィングスピードを評価し，履修学生や体育会
部員の運動スキル向上の一助となるような科学的サポートシステムを開発する．
【構成員】：村山光義 ，佐々木玲子 ，篠原しげ子 ，吉田泰将 ，野口和行 ，村松憲，加藤幸司 ，西村忍

4) 「体育・スポーツ」に関する人文・社会科学的な研究

【内容】体育・スポーツに関して，体育原理・体育史・体育社会学・体育心理学など
文系的切り口から研究を行う．
【構成員】：加藤大仁 ，高嶺隆二 ，近藤明彦 ，山内賢 ，野口和行

5) 産学協同スポーツプロジェクトマネジメント

【内容】地域に浸透したスポーツの振興，スポーツ愛好者の獲得，経済性の発見と活性化を
目的に，塾生を中心としたスポーツ競技サポート組織の編成・スポーツ関連活動の実践を行う（別パネル）.
【構成員】：石手靖，植田史生，須田芳正

その他，身体運動のメカニズムを解明する運動生理学・バイオメカニクス
的研究，心身の発達・健康に関する心理学的研究，運動指導理論など，
体育・スポーツ科学に関する広範囲にわたる研究を各所員が進めている
（別パネル）．

体育研究所

体育研究所の研究活動



塾生の形態・運動機能の評価
～体育研究所プロジェクト『Nice Body への道』～

体育研究所では，2005年度秋学期より，所の専門性を生かした，

より専門的な独自の形態・運動機能の評価を塾生に対して継続的に行っています．

体育研究所 佐々木玲子，村山光義，村松憲，清水靜代，牛山潤一

筋硬度

筋硬度計測は，筋の弾力性を調べるもの
であり，「触ってみたやわらかさ」に近い
測定である．筋肉は収縮（短くなる）ことで
力を発揮する．また，両端の腱で骨に
つながって関節を動かす．
故に，伸縮性に富んでいる方が，
力が出しやすく動かしやすいと考えられる．
本計測はこの伸縮性（弾力性）を
簡便に評価することを目的とし，
筋への押し込みに対する反発力で評価を行った．
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筋厚・皮脂厚

超音波法という方法を用いて測定を行った．超音波法とは，可聴音（約20～20000Hz）
よりも高い音（超音波）を生体中に発信し，組織の境界からの反射エコーをとらえる方法である
測定を行っている部位は以下の８箇所である．

①上腕前部（皮脂厚・筋厚） 肘を曲げる筋が位置する．
②上腕後部（皮脂厚・筋厚） 肘を伸ばす筋が位置する．
③大腿前部（皮脂厚・筋厚） 膝を伸ばす筋や，股関節を屈曲する筋が位置する．
④大腿後部（皮脂厚・筋厚） 膝を曲げる筋や，股関節を伸展する筋が位置する．
⑤下腿後部（皮脂厚・筋厚） つま先立ちをする時に使う筋や，膝を曲げるときに使う筋が位置する．
⑥へそ横部（皮脂厚・筋厚） へその横の部分を測定を行った．腹直筋が位置する．

この部位は脂肪が付きやすく，体の中で特に，体脂肪率を反映している．
この部位の皮脂厚から，体脂肪率の推定も行った．

⑦腹横部（皮脂厚）へその高さで，体側部（腹の横）を測定した．
⑧腰部（皮脂厚）同じくへその高さで，腹横部より背中寄りの部分を測定した．

自分のからだを
見つめ直して，

めざせ！
Nice Body！！

筋力

測定を行っているのは，肘屈曲力と膝伸展力である．
肘屈曲力は主に上腕二頭筋の筋力を，膝伸展力は主に
大腿四頭筋の筋力を反映している．筋力は運動の源であり関節を
固定する，体重を支持する，動きを調節する，外力に抵抗する，
など様々な場面で重要な役割を果たしている．
筋力は筋の断面積の大きさに比例する．
つまり筋量の多い人ほど発揮し得る力は大きいということになる．
従って，超音波法で測定した部分の筋厚が厚い，あるいは周径囲
が大きい，ということは筋力が大きいことにつながる．また筋力は
力の出し方，すなわち力を発揮するための神経系機能の良し悪し
にも影響を受ける．日頃から頻繁にその筋を使っていると効率よく
力を発揮することができるようになる．

姿勢動揺

ヒトの静的立位姿勢は，身体重心が高めにあること，
それを支持する面積が狭いことから，四足歩行動物に比べて，
実は多くの動揺を伴う．
本計測は，開眼時・閉眼時それぞれについて
60秒間の立位保持課題を行い，床反力データ
より圧力中心の動揺を計測することで，
姿勢保持の主働筋群である下腿筋群
（腓腹筋・ヒラメ筋など）の「バランス保持能力」
を評価するものである．
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その他の測定種目

体脂肪率
「インピーダンス法」と「超音波法」という両手法で計測を行っている．
おおむね，インピーダンス法の方が高値を示す傾向にあるが，どちらの方法
も脂肪の量を間接的に推定しているに過ぎず，どちらが真の値に近いの
かについては一概には言えない．

腹囲
腹囲はへその高さの周囲径を計測した．腹囲は内臓脂肪の蓄積状態を反
映する指標とされている．内臓脂肪の過剰な蓄積は生活習慣病危険因子
の一つに挙げられるもので，運動不足やストレス，栄養過多といった現
代の生活習慣はそれを引き起こす可能性を含んでいる．



【背景】
これまでにも，
塾内イベントであるKEIO Ball-Games Festaや
塾長杯フットサル大会において，
以前日吉に事務所のあった横浜FCと幾度か協力をしてきた

市民クラブとして立ち上がり，地域に愛され続けてきた横浜FCの

チームづくりの信念と，
体育研究所の体育・スポーツに関する研究との協力体制を
より強くすることにより，
地域に浸透したスポーツの振興や地域における経済性の発見と
活性化などの新たな展開を目指していく．

新たなスポーツ文化の発信に向けて
～体育研究所プロジェクト

『産学協同スポーツプロジェクトマネージメント』～

体育研究所では，「感動の湧き出る教育を目指し，新しい知的価値の創造と蓄積に
精励し，新たな実業の世界を切り拓く」（「慶應義塾21世紀グランドデザイン」より）という
研究・教育活動の発展を目指し，「産学協同スポーツプロジェクトマネージメント」と
銘打った研究を進めています．

体育研究所 石手靖，須田芳正，植田史生

2006年８月７日，本塾日吉キャンパス内来往舎シンポジ
ウムスペースにて行われた，横浜FCと体育研究所との提

携に関する記者会見の記事が，
かながわスポーツ８月８日号に掲載されました．

研究の目的
スポーツを通して大学，地域スポーツクラブ，企業，そして地域住民相互の有益な関わり方を
調査し，これら四者の共同組織を開発すること

プロサッカーチーム横浜 FCと提携

提携内容

●地域社会における健康増進，スポーツ振興を目的としたイベントの共同開催
・各種スポーツ大会の実施
・各種スポーツ教室の実施
・指導者講習会の実施
・横浜FC専属栄養士における栄養セミナーの実施

・地域に根ざしたファンの獲得活動
●慶應義塾大学生のスポーツ社会教育の充実

・インターンシップの実施
・講義の共同開発

●競技力向上を目的とした人材交流
・指導者派遣および指導者養成

●地域における経済性の発見と活性化
＜提携に関する将来構想＞
１．スポーツ界での活躍を目指す塾生に対して，実践に基づく教育機会の提供により，

スポーツ界で活躍できる新たな人材の育成をする．
２．スポーツ振興・地域の活性化・競技力向上等における共同研究を行い，その成果を定期的に発表していく．
３．慶應義塾大学日吉キャンパスを，横浜FCと慶應義塾大学とで創り上げる新たなスポーツ文化の発信源としたい．



子どもの動作発達

体育研究所 佐々木玲子

第57回日本体育学会発育発達専門分科会
キーノートレクチャー発表内容

2006年8月 於；弘前大学

はじめに
子どもの動作は時に劇的に時に緩やかにその様を変容させ，目でとらえることが比

較的容易な発達系であるといえる．神経系の著しい発達をみる出生後数年間において
はさまざまな機能が獲得されていく．特に乳児期においては，順序性，普遍性を持った
特定の動作の出現やその獲得をみることができ，神経系の成熟を強く反映することが
特徴付けられる（図 ）．そのことは子どもの発達レベルの把握，発達障害や異常の早
期発見とスクリーニング，発達援助の処方とその効果の判定などに用いられてきた．し
かし乳児期を過ぎると，環境や学習にともなう個人差が拡大し，順序性をもったテスト
項目の選定自体が困難になる．これらの発達検査に代表されるような，ある動作がみ
られたかどうか，課題ができたかどうかという見方に対し，運動そのものがどのように
行われるか，ということを年齢や習熟度からみる手法があり，発達バイオメカニクスと
いう領域に分類される．走・投・跳などの基本的な運動様式について発達段階におけ
る典型例を示したり，あるいはその分類と運動成果の関係をみたり，さらに指導法への
発展を示唆するものなどの報告がなされている（図 ）．また，幼児の遊びなどにみられ
る動作や日常生活動作などについても同様の手法で観察されたものがある．低年齢
児ほど最大努力の発揮は難しいため，“どれだけ”といった量的な評価だけでなく，運動
を“いかに行うか”という質的な側面は大事な視点となる．これらの動作様式の変容を

みると，子どもの動作は成熟型（完成型）に向かって必ずしも直線的，単線的に向上し
ていくものではなく，いくつかの過程や型を示しながら変容していくことが認められる．
また，子どもの動作発達には，単に運動系機能の発達によるだけでなく，知覚・認知な
ど他の発達系とのかかわり，どのように対応するかに着目することの重要性も指摘さ
れる．
ここでは，子どもの動作発達の一視点として，時間的，空間的な認知が動作の発達と
どのように対応し，かかわっているのか，ということを中心に紹介する．（平成18年8月
に開催された第57回日本体育学会，発育発達専門分科会のキーノートレクチャーでの
発表内容） 年齢にともなう歩容の変化

（Wickstrom1983より）
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幼児の投動作様式の典型的な
6つのパターン （宮丸1980）

乳幼児の移動運動の発達
子どもが立ち上がって移動運動に向かっ

ていく姿勢の変化を段階的に示したもの
これらの動作の出現や獲得には，神経系
の成熟過程が反映する．
この頃までの動作の出現には順序性があ
り，文化や民族にかかわらない普遍性が
ある

１） 空間的認知と移動行動の発達
移動運動の発達は，筋神経系を始めとする運動制御能の成熟が関与していることは

いうまでも無いが，同時に移動空間に対する認知反応の現われとしてとらえることがで
きる．たとえば周りの事物への接近や回避という適応行動であり，親（母親）という保護
基地からの「分離」と「接近」という両義的ベクトルを内包した行動である．

幼少期の子どもの移動行動発達のアウトラインを，運動的側面と移動に反映する空
間認知的側面，および愛着行動に着目して実験的に検討した．（森下と佐々木，
1989,1991）

見知らぬ室内空間（11×13m）における幼少児の移動軌跡（30分間）

＊対象は10ヶ月から40ヶ月の乳幼児

・母親の位置が行動の基点となる．
・年齢の低い子どもにみられる愛着行動は，移動量の抑制因子になるが，加
齢とともに愛着の対象が内在化し，離れる距離，移動量ともに増大していく．さ
らに空間内に新たな拠点を設定し，空間図式を構築し，移動行動が拡大する．
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２） 時間的認知と動作の発達
子どもが課題動作を行うにあたり，その課題をどのように認知し，それがどのように

動作に反映されるのか．ここでは，時間的認知に着目し，一定のテンポで連続して呈
示される音刺激に対するタッピング反応を観察することにより，動作の時間的調整能に
ついて検討した（Sasaki 1997，佐々木 2003）

移動域

最大移動速度

母親からの距離

（％）

（m/min）

（m）

各種要素の月齢変化

・20ヶ月後半までは，月齢が上がる

にしたがって移動範囲，速度ともに
増加するが，それ以降の月齢によ
る違いはほとんど無い．
・二足歩行が獲得され，運動機能そ
のものの発達，ならびに空間図式
が確立，発達することにより移動行
動は増大する．移動行動を抑制す
る愛着行動も，質を変えてその抑制
は減少されていく．
・30ヶ月以降は，基点（母親の位

置）を離れて，室内の探索的行動の
出現など，行動の質が変容する．
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タッピングテンポ保持の正確性 ＊ここでは３，５，９歳を示す．
規定されたテンポに対してどれだけ正確にテンポを保ちながらタップできるか
を示したもの．

・500msec間隔のテンポはどの年齢でもテンポをとりやすく維持しやすい．しか

し，それより速いテンポ，遅いテンポではどちらも正確性が低下する．
・神経系の成熟に，より依存すると考えられるすばやい動作が未発達というこ
とだけでなく，ゆっくりしたテンポでも年齢差が顕著に現れ，年少の子どもに
とってゆっくりとした動作をコントロールして行うことは難しいことが推察される．

子ども動作発達は，運動実施にかかわる系の成熟に基づいて順序性をもっ
た動作の発現やその発達がみられる．それに加え，それ以外の系のかかわり，
すなわち認知や身体意識などが彼らの動作を解発，促進したり，あるいは抑
制する，ということを考慮に入れたとらえ方をすることは重要である．そしてそ
れらのことを，発達を促す道具として用いることも可能となるであろう．

また一方，刺激のパターンを認知しながら動作を遂行していく課題において
は，幼少児（3,4歳）では刺激の連続が，パターンの意味を持たず動作の解発

刺激として機能する段階にある（すなわち課題の認知段階での問題）と推察さ
れる．さらに年少児では，刺激のパターンが認知できても自己の結果との誤差
を動作を継続しながら修正することが困難であり，誤差の認識が動作そのもの
の継続を抑制するといった現象もみられる． 6,7歳くらいから動作を中断せず

に外部の指標と自己の動作を対照し，フィードバックを有効に用いて修正しな
がら動作を継続できるようになる．（佐々木 1993）

月齢 ( ヶ月）

A (14ヶ月 女児) M (17ヶ月 女児) T (13ヶ月 男児)

H (20ヶ月 女児) K (24ヶ月 男児) T (29ヶ月 男児)



動作映像の即時フィードバックを用いた技術指導の効果
― フライングディスク・サイドアームスローの事例 ―

体育研究所 村山光義，村松憲，佐々木玲子，清水静代，野口和行

目的：目的： 運動技術の獲得において自己の動作映像を見ることは極めて有効であると考えられる。近年、動作映像
を遅延させて本人に即時に見せるシステムが開発されている。本研究は大学の実技授業における、フライング
ディスク・サイドアームスロー技術導入段階の指導を対象に、自己の映像を見ながら練習をすることの効果につ
いて検討し、実際の指導場面において有効な指導プログラムを構築するための基礎資料を得ることを目的とした。

フライングディスクの投法技術

フライングディスクの投法においては、バックハ
ンドスローとサイドアームスローが多用される。
しかし、サイドアームスローはバックハンドスロー
に比べて獲得に時間がかかることが多い。ボー
ルを横投げで投げる動作に似ているため回転を
かけることが容易な反面、ディスクの角度をコン
トロールすることが難しい。そのため「真っ直ぐに
投げられない」ケースが圧倒的に多い。そのた
め、導入指導では、以下の点に留意している。

目標 強い回転をかけることに加えて、正しいリリースポイント
で、ディスク角度をコントロールする。

１）回転： 手首の強いスナップが必要 前腕を振り過ぎない。
２）リリースポイント： 体側、腰を通過するあたり。前方にならない。
３）角度： リリースポイントでディスクが水平。それ以前の過程で

ディスクの傾きを余分につくる（ディスクを水平より下に
傾けてみる）。

方法（概要）： 技術練習の過程で、Dart Trainer Pro 
（DARTFISH 社製）のビデオ遅延再生機能（In The Action: Live Delay)

を用いて、自己の動作を視覚的に確認することを加える。
受講者は「ディスクを真っ直ぐ（=水平）に投げる」ことを課
題として試技を行い、 40秒後に自己の映像（側方・後方）

を見ながら指導者よりコメントをもらった。その後練習をし
て再度撮影し、授業時間内の成果について検討した。
対照群として映像を見ないクラスも別に設定し、

１．課題の向上度（1回目と2回目の試技の比較）

２．練習後の内省アンケートの比較
３．映像から見た技術向上のパターン

について検討した。 （授業展開とアンケート内容につ
いては、右中段の「方法（詳細）」を参照）

方法（詳細）
授業展開：サイドアームスロー導入の日（クラスA、B）

１）基本的説明 握り方、回転のかけ方（立て投げ）の練習 (約5分間)
２）横投げへ移行 ３つの注意点を与える 二人一組 （約10分間）
３）組ごとに撮影する 14M先のアキュラシー＊ゴールへ５投 （約20分間）

（指示：真っ直ぐなディスクを投げること。ゴール通過ではなく、ディスクの直進
性を意識すること）

４）すぐに自己を確認 →クラスA （自己を見ずに練習するクラス→クラスB）
５）再度練習 （適宜）
６）再度撮影＆自己チェック （約20分間）
７）自己評価アンケート（内省記録） （終了15分前から）

対象：慶應義塾大学 体育実技「フライングディスク」及び「ニュースポーツ」の受講者
クラスA （フライングディスク） 映像フィードバックあり 22名（男子19名・女子3名）
クラスB （フライングディスク・ニュースポーツ）

映像フィードバックなし 29名（男子24名・女子5名）

練習成果の自己評価アンケートの内容：

☆サイドアームスローについて、この授業時間内で到達した自分レベルは次のどれですか？
自己評価して、当てはまるものに○をしてください。
１．自分は、最初からほぼ真っ直ぐに投げられたと思う。
２．練習によって、ほぼ真っ直ぐに投げられるようになった。
３．ときどき真っ直ぐに投げられるようになったが、まだ安定しない。
４．たまに真っ直ぐに投げられる時もあるが、偶然に成功したような感じである。
５．全く真っ直ぐに投げられなかった。

☆なぜうまく投げられないか（なかったのか）、自分の課題（原因）は何だと思いますか？
次の中から選んで○をしてください（複数回答可）

１）回転 ２）リリースポイント ３）ディスクの角度 ４）その他 （具体的に記入してください ）

☆また今振り返って、投げる時に意識したことはなんでしたか？
（ ）

☆練習中に「こつ」をつかんでいくのに助けとなったのは何ですか？
以下の内容について、順番をつけてください。 （ ）に数字１～４（もしくは５）を記入。
順番 内容
（ ） 教員が見本を示した試技を見たこと
（ ） 教員の言葉での説明を聞いたこと
（ ） 教員に個別に具体的な技術指導を受けたこと
（ ） ビデオ映像で自分の試技を見たこと ＊クラスBでは非設定項目
（ ） その他（もしあれば、具体的に記入 ）
☆技術指導に対する意見や、授業の感想を記入してください。
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１．課題「真っ直ぐ（=水平）に投げる」の向上度（映像フィードバックの有無により比較）
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ディスクを水平に投げられた回数を
撮影間（1回目・2回目）で比較

水平に投げられた試行例

ディスクが曲がってしまう例
図２ 全受講者の成功投数（フィードバックあり：上、なし：下）

２．アンケートによる受講者の意識の比較

図３ 練習による到達レベルの自己評価

図１ 撮影時のパソコン・カメラ・ゴールの配置

図４ 練習中に「こつ」をつかんでいく助けとなった事項の順番
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を2番目に挙げた割合が非常に高かった。映像を見ながら技術指導を

加えることで効果が上がった可能性が考えられる。自己評価は概ね成功投数と対応し、映像フィードバック
ありのクラスで自己の向上を感じているものが多い。
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＊ ゴール通過の正確性を競う競
技の名称. 高さ１ｍで1.5m
四方の枠が目標ゴール

「水平で直進性のあるディスクを投げる」
課題達成のポイントとして、 「手首の位置が下がり、ディスク外側を傾けて投げ出せるようになる」
「リリースポイントが手前になり、前方に腕を投げ出さずにディスクを回転させられる」という動作形態が

結果

まとめ：まとめ： 受講者は、自己の課題を具体的に指摘されて技術向

上の糸口を得るようであるが、その際に自己の動作映像を見るこ
とが課題達成にプラスとなることが、達成度・自己評価・動作形態
において確認できた。

Dart Trainer Pro を用いた技術指導として、遅延再生機能を利用

して連続的に多人数にコメントをする方法は、平等に情報を与えな
がら個別の練習に取り組ませることが可能となり有効と考えられる。

また、同プログラムの分析機能（Analyzer)・画像の重ね合わせ機能
（StroMotion Fixed)を活用することで、個人の欠点についてより客観的
な情報を提示することが可能である。

（画像分析機能の例： 図５における２次元平面上の距離や角度
の提示画像の合成の例： 図６におけるディスクや体軸の移動＝
即時フィードバックのなかった対照群（クラスＢ）に翌週の授業で提
示・配布した）

今後、欠点となる動作パターンに応じた有効なアドバイスを検討し、
映像のフィードバック効果を高められる指導プログラムをより具体
的に構築したい。

３．映像から見た技術の変化（改善例と非改善例）

改善のパターン１

1回目（フィード
バック前）

ディスクは水
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2回目（フィード
バック後）
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様にリリースしてしまう

ボールを投げ出すよう
にリリースしてしまう

リリース後に親指側
から手首が返える

フォロースルー
が大きすぎる

図５ 1回目（映像フィードバック前）と2回目の技術変化・改善例と非改善例のポイント

図６ Dart Trainer による画像合成の例

＊ゴールから方向が逸れてもディスクが地面と水平となって進むことを重視し、「真っ直ぐ」を判定した

あり、成功例が
増えない者は、
これらの点に改
善が見られな
かった。

サイドアームスロー
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高齢者の体力測定システムの開発
～ 測定器の試作 ～

体育研究所 山内賢

2000年にスタートした介護保険法が2005年4月に改正され、新たな制度の下、2006年より執行することが国会で可決成立した。本研究は、今回の改
正をきっかけとした、日本の介護予防策における「高齢者体力測定の重要性」と「新たな測定方法や測定器の導入に関する提案」を模索・検討するための事例的研究である。
高齢者が生き生きとした自立ができるための健康を維持するためには、介護保険制度に従事する関係者や、医師、看護士、ヘルパー等が、高齢者の健康環境を整えることは
もちろん、これに加えて、体育・スポーツ指導者が持っている、運動に関する実践的経験や知識が介護の現場に導引されることが重要であると考える。

高齢者の体力の問題を解決するためには、「日々のメリハリのある身体活動」や「運動習慣」、および、「運動療法」が大切なことであり、そして、運動（処方）メニューをつくる
際に、まず最初に行わなければならないことは、現在の自分の体力状況を知るための測定である。ここで指導者の果たさなければならない大きな役割は、体力測定値が示す
意味を高齢者に正しく、易しく伝えることである。体力測定を行うには、第3者の介入が必要となり、大掛かりなものになることが予測され、これが「体力測定への興味」に関する
マイナス要因であると考えた。そこで、今回考えた測定器のデザインは、「自分で気軽にいつでも、どこでも測定できる、遊びの要素が入ったもの」を想像してみた。開発のテー
マは、「Play and Assessment 」である。
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リバレッジ

介護保険により、
高齢者の生活を援助

介護予防

貢献

※生活機能の低下を防ぐ ※健康で生き生きとした生活や人生を作る
※早期発見 ※個別に対応 ※在宅でも、施設でもイベントとしても・・・

※医師、ケアマネージャー、運動にまつわる専門職によるターミナルケア

※科学的な検証による貢献
・筋力向上トレーニング ・口腔ケア ・転倒骨折予防
・痴呆 ・低栄養予防 ・フットケア ・閉じこもり予防
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予防とは・・・

※サービスの内容は量から質へ・・・

措置ではなく保険であるがゆえサービスの選択は利用者にある。
求められるサービスモデルの転換：「介護モデル」 介護＋予防モデル
措置ではなく保険であるがゆえサービスの選択は利用者にある。
求められるサービスモデルの転換：「介護モデル」 介護＋予防モデル
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高齢者生活機能の低下を予防

要介護状態に陥らない

状態の悪化防止

高齢者生活機能の低下を予防

要介護状態に陥らない

状態の悪化防止

※自立支援の一つとしての介護予防の推進

※介護保険制度のマネジメントが
予防重視型システムへ転換していく

※自立支援の一つとしての介護予防の推進

※介護保険制度のマネジメントが
予防重視型システムへ転換していく

開発の視点開発の視点

介護予防制度の具体的な執行
に向けての新たなる提案

健康で生き生きとした生活や人生をおくるためには･･･

ADL:生活（に必要な）活動力の程度≒身体機能の状態

★低下防止には、
個人の体力レベルに応じた運動が有効となる。
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問題提起

東京都老人総合研究所は、齢者が将来に寝たきりにつながる危険
性について、虚弱、転倒、失禁、低栄養、軽痴呆の5分野をかかげている。本研究は、

高齢者の健康維持関する項目の中で転倒予防を特に注目する課題として取り上げ
た。転倒を予防するためには、第一に身体の運動療法があげられる。そして、運動
療法を行うには、個々の運動機能状態を的確に把握する必要がある。本研究の目
的は、運動療法の分野を支えるうえで重要となる、携帯性に優れ、施設はもちろん在
宅でも使用可能な、高齢者の運動機能を的確に測定できる方法と評価機器の開発
をすることにある。すなわち、本発表は、介護予防策としての体力測定の重要性を説
くとともに、文部科学省が提示している高齢者体力測定項目を基本として設計した測
定器の、試作品における有効性を紹介する。

目 的
高齢者の運動機能における個別性の範囲は大きい。そして、高

齢者には避けられない、加齢とともに物事に反応する能力の低下や指示された事
を認知・反応する時間的な個人差（認知・反応時間誤差）が存在する。また、従来か
ら行われている体力測定において運動課題を測定する場合には、計測器を操作す
る第三者による測定補助者が必要となる。特にストップウオッチで時間を測定する
場合には、補助者の計測器を操作する際の反応時間（操作時間誤差）が測定結果
に反映することは避けられない。これでは、本人の発揮能力に上記の2つの誤差が

加わり、正確な測定結果が得られないと考えられる。今回考案した運動効果測定
器は、これらの誤差を取り除くために、運動計測も他人の手を借りることなく測定・
評価できる仕様を考えてみた。
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評価とあそび評価とあそび

今回の試作器は、本体に光信号、音信号、複数のタッチスイッチを流用し、組み合わせることにより、自分自身で測定器のスイッチを押下して「いつでも、
どこでも、楽しく」測定結果が観察できる仕様になっているので、加齢にともなう活動力の推移をリアルタイムで記録することができる。老化の実態を把握して個人のレベ
ルがどの程度維持できているかを判断しつつ、運動処方を作成することは、高齢者のQOLを高めるための運動指導に必要となる提言の一助となる。個人の生活活動力

を評価する場合や、介護予防策の対象となる健康教室における運動処方の介入効果を評価する場合には、その評価基準が必要となる。著者らが作成した試作器を用い
て、多くの測定データが収集されることを、今後の課題として、このような生活活動力測定システムを開発する試みは、地域における高齢者の運動指導や健康教育に生
かすための、「介護予防を目的とした新しい簡易テスト」を提供する第一歩として考えることができる。

結 論

＊）この研究は、平成16年度、平成17年度、慶應義塾学事振興資金、
平成16年度浅野基金による研究成果の一部である。

第17回日本スポーツ方法学会
ポスター発表資料

2006年3月 於；武蔵川大学



「スポーツ振興くじ法」の立法過程

体育研究所 加藤大仁

1998年5月12日、第142回国会で成立した｢スポーツ振興くじ｣法は、翌年、第145回国会の有馬文部大臣による文教行政の基本施策でも示されたように、｢スポーツ振興の

ための安定した財源を確保に資すること｣を一義的な目的として法案成立が図られた。
本法案の成立過程について論じた研究は既に存在するが、本法案が議員立法として提出された理由等、立法過程に関する一般的な研究で通常触れられる点に関する論

及は見当たらない。また多くの先行研究は新聞報道を主な情報源としている。そこで本発表では立法過程、とりわけ議員立法に関する一般的な研究も参考に、主として国会議
事録、また必要に応じて新聞報道を資料として、｢スポーツ振興くじ｣法案の立法過程について論じていく。

＜概 要＞
｢スポーツ振興くじ｣法関連3法案は1997年4月25日、第140回国会に議員立法(衆法)と

して提出された。提出議員は共産党を除く7会派により構成され、議案提出当初の新聞報
道は、同国会会期内での成立を予想していた。先議院となった衆議院では、5月23日の文
教委員会の質疑のみで採決･可決され、5月25日の本会議で可決された。しかし、本会議

での採決の際には橋本首相が欠席するなど、同法案に賛成の党議拘束をかけた自民党
内にも依然慎重案が根強いことが露呈した。参議院送付後は村上正邦自民党参院幹事
長の反対など、自民党内の確執も絡んだ審議日程の調整の結果、臓器移植法案の審議
が優先され、結局継続審議となった。

第141回国会では12月11日の参議院文教委員会で参考人意見聴取･質疑が行われた

だけで、再び継続審議とされた。
翌年の第142回国会では、2月中4回に亘り参議院文教･科学委員会で参考人意見聴

取や質疑が重ねられた。3月17日には自民党及び社民党･護憲連合が修正案を提出、質
疑のうえ採決･可決され、3月20日の参議院本会議で可決された。その後、衆議院文教委
員会でも参考人意見聴取や質疑を重ねたうえで、5月8日に採決･可決され、最終的には
衆議院本会議も5月12日に可決･成立した。但し、採決に当たって自民党は賛成、共産党

は反対の党議拘束をかけたが、民主、社民、平和･改革は党議拘束を外し、投票は議員
個々の判断に委ねられた。

＜法案提出の形態: 議員立法＞
東京オリンピックの前にも、国会ではスポーツ財源確保の手段として｢トトカル

チョ｣を実施することの是非が論じられているが、サッカーくじに関する議論が国会
の場で初めてなされたのは1993年2月21日の衆議院予算委員会においてである。

答弁に立った鳩山文相は、既にこの時点で議員立法での法案作成を明言している。
また3月6日の衆議院文教委員会では文部省の逸見体育局長が、自民党文教部

会･文教制度調査会から検討を指示された答えている。
同年1月中旬には自民党内でトトカルチョ導入に向けた動きがあるとの新聞報道が
あり、同30日には、体協･JOCが与野党各党にスポーツくじ導入の要望書が提出さ
れている。Jリーグ開始前からサッカーくじの研究をしていたことを示唆する森喜朗
前首相の発言や、法案提出前の1994年5月に文部省体育局の審議官が日本PTA
協議会と法案に関する懇談会を開いた等、種々の情報から判断して、「スポーツ振
興くじ」制度法案化の段階で自民党文教族と文部省が大きな役割を果たしたことは
間違いない。では何故スポーツ議員連盟主体の議員立法という形で法案が提出さ
れたのだろうか。

スポーツ振興くじの法案審議過程では、スポーツ振興のための資金が不足して
いるという認識は共有されていた。しかし、スポーツ振興くじのギャンブル性、青少
年に与える影響をめぐっては弁護士会やPTA協議会、婦人連盟などが反対意見を

表明し、スポーツ界でもプロ野球コミッショナーが導入に疑問との見解を表明する
など、マスコミを巻き込んでの論争が起こった。特に青少年教育を主管する文部省
が｢ギャンブル｣を仕掛けることに対する反発は強く、国会でも自民党議員が懸念を
表明するなど、議論は錯綜した。
ところで、どのような法案を議員立法という形式にするかは、ある程度暗黙の了解
がある。これまで自転車競走法やモーターボート競争法といったギャンブル法案は、
全て議員立法という形式を取ってきた。「スポーツ振興くじ」法案審議の過程では、
くじの当選確率が宝くじ並みでありギャンブル性は低いということ、制度の目的は形
を変えたスポーツへの寄附行為であるから当選払戻率が低く抑えられているといっ
た点が強調され、そもそも同法案はギャンブル法案とはいえないのではないかと
いった認識も示された。

しかし議院法制局勤務経験者が同法案をギャンブル法案の一種と分類してい
るように、法案提出者にも同法案がギャンブル法案という認識があったといえよう。
そうでなければ、内閣提出という形で法案提出をしても良かった筈である。法案提
出が1997年まで見送られたのは、政界再編という激流に左右された同時に、ギャ

ンブル法案を提出するリスク－特に選挙への影響－が考慮されたとする向きもあ
る。制度的に考えても、法案は各政党によって議論され、機関承認を経た上で提出
される。また、法案提出当時の小杉隆文部大臣の発言にも、スポーツ議員連盟内
での連絡がそれ程緊密ではなかったとのニュアンスのものがある。法案提出にあ
たって政党名が前面に出ると批判に晒される可能性が高いことを見込んで、批判
をかわすための一方策としてスポーツ議員連盟が主体となって法案を纏めたとい

う点が強調されたと考えられなくもない。
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答弁に立った鳩山文相は、既にこの時点で議員立法での法案作成を明言している。
また3月6日の衆議院文教委員会では文部省の逸見体育局長が、自民党文教部

会･文教制度調査会から検討を指示された答えている。
同年1月中旬には自民党内でトトカルチョ導入に向けた動きがあるとの新聞報道が
あり、同30日には、体協･JOCが与野党各党にスポーツくじ導入の要望書が提出さ
れている。Jリーグ開始前からサッカーくじの研究をしていたことを示唆する森喜朗
前首相の発言や、法案提出前の1994年5月に文部省体育局の審議官が日本PTA
協議会と法案に関する懇談会を開いた等、種々の情報から判断して、「スポーツ振
興くじ」制度法案化の段階で自民党文教族と文部省が大きな役割を果たしたことは
間違いない。では何故スポーツ議員連盟主体の議員立法という形で法案が提出さ
れたのだろうか。

スポーツ振興くじの法案審議過程では、スポーツ振興のための資金が不足して
いるという認識は共有されていた。しかし、スポーツ振興くじのギャンブル性、青少
年に与える影響をめぐっては弁護士会やPTA協議会、婦人連盟などが反対意見を

表明し、スポーツ界でもプロ野球コミッショナーが導入に疑問との見解を表明する
など、マスコミを巻き込んでの論争が起こった。特に青少年教育を主管する文部省
が｢ギャンブル｣を仕掛けることに対する反発は強く、国会でも自民党議員が懸念を
表明するなど、議論は錯綜した。
ところで、どのような法案を議員立法という形式にするかは、ある程度暗黙の了解
がある。これまで自転車競走法やモーターボート競争法といったギャンブル法案は、
全て議員立法という形式を取ってきた。「スポーツ振興くじ」法案審議の過程では、
くじの当選確率が宝くじ並みでありギャンブル性は低いということ、制度の目的は形
を変えたスポーツへの寄附行為であるから当選払戻率が低く抑えられているといっ
た点が強調され、そもそも同法案はギャンブル法案とはいえないのではないかと
いった認識も示された。

しかし議院法制局勤務経験者が同法案をギャンブル法案の一種と分類してい
るように、法案提出者にも同法案がギャンブル法案という認識があったといえよう。
そうでなければ、内閣提出という形で法案提出をしても良かった筈である。法案提
出が1997年まで見送られたのは、政界再編という激流に左右された同時に、ギャ

ンブル法案を提出するリスク－特に選挙への影響－が考慮されたとする向きもあ
る。制度的に考えても、法案は各政党によって議論され、機関承認を経た上で提出
される。また、法案提出当時の小杉隆文部大臣の発言にも、スポーツ議員連盟内
での連絡がそれ程緊密ではなかったとのニュアンスのものがある。法案提出にあ
たって政党名が前面に出ると批判に晒される可能性が高いことを見込んで、批判
をかわすための一方策としてスポーツ議員連盟が主体となって法案を纏めたとい

う点が強調されたと考えられなくもない。

＜法案審議での論点＞
以下、国会審議の過程での論点についていくつか挙げる同時に、現時点で

の問題点と関わりのあるものについては若干補足しておく。
1) スポーツ予算の現状

スポーツに配分される予算が乏しいという共通認識のもと、予算の増額を求
めるのが本筋であるとする議論と、財政再建が緊急課題とされる中、予算の増
額は不可能として、次善の策を探る議論があった。結局、後者の議論が前提と
なり｢スポーツ振興くじ｣導入の必要性が唱えられたのである。尚、縦割り行政の
中、スポーツに特化した予算の集計ができていないことも再認識された。この点
は法案に対する附帯決議という形で、各省庁にまたがるスポーツ関連予算の
有機的連携が求められることになった。
2)ギャンブル性に関する議論

これについては先に記したので繰り返さないが、技術的には当選払戻率や
理論的な当選確率を低く抑えることでギャンブル性を低めていること、コンビニ
での発売をしないことや購入年齢の制限を設けることで、青少年に与える影響
を最小限に止めるとして｢スポーツ振興くじ｣の導入が正当化されていった。しか
し、次に記すように、くじの売上げが極めて不振のため。その打開策として順次
当選確率の高いくじの導入が図られてきた。また、2004年度からはコンビニで

の発売も始められた。
3)新たな財源としての期待

当初は年間1,600～2,200億円程度の売上げが予想された。しかし、議員な

かには｢スポーツ振興くじ｣の当選確率等を考えると、それほどの売上げは期待
できないのではないかという懸念を表明する者もいた。この懸念は現実のもの
となり、売上額は2001年度643億円、2002年度361億円、2003年度199億円、
2004年度157億円と、当初の見込みより大幅に少なくなっている。結果として助
成金は2002年度58億円、2003年度24億円、2004年度6億円、2005年度は見
込み額が2.5億円と、極めて低調な数字に終わっている。これを受け、2003年
度からより当選確率の高い「toto Goal」が、2006年度からは｢mini toto｣が発

売されることになった。
4)文部省の天下り

｢スポーツ振興くじ｣の実施主体が文部省管轄下の特殊法人である日本体
育･学校健康センターとなることについて、文部省が青少年の健全育成を図る
べき官庁であること、特殊法人改革の流れに逆行するのではないかといった疑
問が投げかけられた。これに対し、事業の公益性や規模を考えると、既にス
ポーツ振興基金の運営実績のある同センターが実施するのが妥当であるとの
考えが示された。同センターの事業はその後独立行政法人日本スポーツ振興
センターに引き継がれているが、従来りそな銀行に委託してきた「スポーツ振興
くじ」事業は、2006年度よりセンター直営方式で事業展開されることになった。

先に触れたように、｢スポーツ振興くじ｣の売上げは当初見込みを大きく下
回っており、毎年70億円ずつ償還する予定であった初期投資の350億円も、3
年目以降は返済できていないというのが実情である。他方でスポーツ振興セン
ターの人件費が48億円かかっていることや、文部省官僚の天下りに対する批

判は根強いものがある。
5)その他

｢スポーツ振興くじ｣導入に関する議論の過程で、スポーツ振興法第4条に基

づく基本計画が策定されていないことや、地域スポーツの振興の必要性、指導
者育成事業の重要性、ナショナルレベルのトレーニング拠点が望まれること等、
様々な課題が指摘された。2001年11月には、遠藤純一郎スポーツ･青少年局

局長が｢スポーツ振興基本計画｣が長年にわたって定められなかった理由にと
して、厳しい財政事情のもとでは歳出を伴う中長期の計画の策定が不可能で
あったこと、｢スポーツ振興くじ｣の導入などによって財源の確保の見通しが立っ
たことが｢スポーツ振興基本計画｣策定の追い風になったとの認識を示している。

＜法案成立の要因＞
ところで、政界再編という激流がなければスポーツ振興くじ法案は成立しなかった可能性もある。勿論政界再編の流れは、各議員の所属会派の変更により議論の捩れ

を生むなどの弊害ももたらしたが、会派を超えた議論の機会を提供することにもなった。例えば55年体制下で最大野党であった社会党は、当初｢スポーツ振興くじ｣に反対

の姿勢を示していた。しかし、細川連立政権期にスポーツ議員連盟に設置されたプロジェクトチームでの議論を経て、共産党以外の他の政党と同様に、法案化･法案提出
賛成の方向に向かったのである。また、この時期審議の活性化を図るため、積極的に議員立法を試みようとする国会内の雰囲気も追い風となったのかもしれない。

何れにせよ、議論の過程でスポーツ振興に配分する予算が極めて少ないという認識が共有されていることが明らかになり、厳しい財政事情のもとでの予算獲得のため
の方策の一つとして、｢スポーツ振興くじ｣制度の導入が図られたのである。

更には行政改革という潮流のなかで、本来なら統廃合の対象になりかねない主管の特殊法人に新たな事業が加わることになった文部省の思惑や、それを後押しした
文教族の役割も見逃せないであろう。

Ⅱ．立法過程

Ⅰ．はじめに

従来、国レベルでのスポーツ政策は、主として文部省体育局の予算という形で体現されてきた。従って、文部科学省内での政策設計や、与党の部会
レベルでの議論が公開されない限り、スポーツ政策形成過程の詳細は明らかにならないといわざるを得ない。また、財政政策や金融政策といった領域に比べ、スポーツ
政策に関する新聞報道は、取扱量も圧倒的に少なく、スポーツ政策の形成過程を解明していく際の大きな制約となっている。

しかし、例えば、2000年9月、スポーツ振興法4条に基づいて策定、告示された｢スポーツ振興基本計画｣は、｢スポーツ振興くじ｣に関する国会での審議が契機となり、

その附帯決議に盛り込まれることにより検討･作成への方向性が定まったのである。実際、｢振興計画｣を見ると、｢スポーツ振興くじ｣法案の審議過程で議論された内容を
数多く含んでいる。従って国会でのスポーツ政策に関する議論をフォローしていくことは、国レベルでのスポーツ政策形成過程を解明するうえでも意義あることといえよう。

Ⅲ．展望
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筋活動期および活動休止期における
大動脈血流速度と活動体肢血流速度の対応

清水靜代1，大森芙美子2，岩館雅子3，佐藤耕平3， 加賀谷淳子3

（1体育研究所，2鹿屋体育大学大学院，3日本女子体育大学基礎体力研究所）

本研究は，筋の活動期および活動休止期の大腿動

脈血流速度が，心臓から拍出される血流速度とどの

ような関係にあるかを明らかにすること，さらに異

なる強度で両者の関係に相違があるか否かを明らか

にすることを目的とした．

まとめ

・大腿動脈血流速度において筋活動期では，10，50%MVCともに時間経過にともなう変化がみられなかったのに対して，活動休止期では安静値と比較し有意に増加し，10%MVCでは
8.8倍，50%MVCでは13.7倍増加した．大動脈血流速度は50%MVCのみ有意に増加したが，その増加は1.3倍であった（図1）．

・大動脈および大腿動脈血流速度を筋の活動期と休止期で比較した場合，低強度および高強度どちらにおいても，筋活動期では大腿動脈血流速度は大動脈血流速度より低く，筋活動休
止期では大動脈血流速度より高値を示した（図2，3）．

・大動脈速度に対する大腿動脈速度の相対的な割合は，筋活動時には抑制され，筋活動休止期には亢進された．さらに，低強度よりも高強度の方が両血管における血流速度の差が大き
かった（図6）．

・筋活動期および活動休止期の平均血圧には差はみられず，どちらの時相においても50%MVCの方が10%MVCよりも高い値を示したが，有意には至らなかった（図7）．

以上のことから，本研究においては

1) 末梢での血流速度は筋活動期では中枢の大動脈血流速度より低く，筋活動休止期では大動脈血流速度を上回ることが示された．
2) 大腿動脈速度における大動脈速度との相対的な割合は強度の影響を受けた．すなわち，大腿動脈血流速度はより高い強度で筋活動時には抑制，筋活動休止期には亢進された．

・被検者
健康な成人女性7名（年齢22.4±1.9歳，身長
160.5±4.9kg，体重56.0±10.4kg）

・運 動
股関節角度110度とした椅座位姿勢で右脚による

動的膝伸展運動
膝関節角度を90度（完全伸展位0度）から60度ま
で伸展する30度伸展運動

・強 度
最大膝伸展筋力の10，50%に相当する強度
（10%MVCは3分間，50%MVCは疲労困憊まで）

・頻 度
1秒収縮，1秒弛緩

・測定項目
大動脈血流速度：超音波ドップラー法，

SYSTEM Ⅴ（Aloka社）

大腿動脈血流速度：超音波ドップラー法
VIVID 7 (GE横河メディカル社)

血圧：血圧モニター（Ohmeda社Finapres2300）
左手第三指にFinger Cuffを装着．

・分析方法
運動時の大腿動脈血流速度と血圧は，張力に合わ

せて筋の活動期と活動休止期とにわけて分析を行っ
た．大動脈血流速度は１運動周期毎に分析した．

方 法

本研究は文部科学省学術研究高度化推進事業 学術フロンティア推進事業（代表：加賀谷淳子 日本女子体育大学）の補助を受けて実施した．

図6．大動脈速度に対する大腿動脈速度の割合

大動脈速度に対する大腿動脈速度の割合を強度間で比較したところ，活動期の大腿
動脈は大動脈の-67.4±9.8%(10%MVC), -80.6±4.9%(50%MVC)に相当していた．
一方，休止期では30.0±11.6%(10%MVC)，50.7±22.3%(50%MVC)の割合を示し，
大動脈に対する大腿動脈は筋活動期により低下し，休止期により増加した．また，
筋活動期，休止期のいずれにおいても有意には至らなかったが50%MVCの方が両血

管における血流速度の差が大きかった．

-100

-80

-60

-40

-20

0

20
40

60

80

100

10%MVC 50%MVC 10%MVC 50%MVC

筋活動期 休止期

大
動

脈
速

度
に

対
す

る
大

腿
動

脈
速

度
の

割
合

（
%

）

目 的

結 果

0
10
20
30
40
50
60
70
80

大
腿

動
脈

血
流

速
度

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0
10
20
30
40
50
60

安静時 1 2 3  (分)

大
動

脈
血

流
速

度 50%MVC

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

安静時 運動終了時

0
10
20
30
40
50
60
70

筋活動期

休止期

筋活動期

休止期

10%MVC

**

*

** ** **

図1．時間経過にともなう大動脈および大腿動脈血流速度（強度別）

大動脈血流速度は10%MVCでは時間経過にともなう変化はみられなかったが，
50%MVCではExhaustion時に53.8cm/sを示し，安静時と比較して有意（p<0.01）に高
値を示した．大腿動脈血流速度は筋活動期では10，50％MVCともに有意な変化はみら
れなかった．一方，筋活動休止期においては，いずれの時点においても安静値よりも
有意（p<0.001）に高値を示した．

(cm/s)

図2．筋活動期および休止期における大動脈血流速度
と大腿動脈血流速度（10%MVC強度）

大動脈および大腿動脈血流速度を筋の活動期と休止期で比較した．
その結果，筋活動期では10%MVC強度において，中枢の大動脈血
流速度の方が末梢の大腿動脈血流速度より有意（p<0.01）に高値
を示した（大動脈： 47.6±2.6~48.5±3.2cm/s, 大腿動脈：
15.8±4.9~17.3±6.0cm/s ）．

一方，筋活動休止期では大動脈血流速度が大腿動脈血流速度より
低値を示した（大動脈： 47.6±2.6~48.5±3.2cm/s, 大腿動脈：
57.8±4.9~62.7±6.8cm/s）．
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図3．筋活動期および休止期における大動脈血流速
度と大腿動脈血流速度（50%MVC）

50%MVC強度においても，10%MVC同様に筋活動期では中枢
の大動脈血流速度の方が末梢の大腿動脈血流速度より有意
（p<0.01）に高値を示し（大動脈： 53.8±3.6cm/s, 大腿動
脈： 10.7±3.1cm/s ），筋活動休止期では大動脈血流速度が大
腿動脈血流速度より低値を示した（大動脈： 53.8±3.6cm/s, 
大腿動脈：79.2±11.9cm/s）．
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図4．筋活動期および活動中止期における大動脈血流速度（1例）

筋活動期および活動中止期における大動脈血流速度において，他
実験で行ったデータ（1例）について示した．大動脈血流速度は
低強度,高強度どちらの強度においても筋の活動期と活動中止期
との間に差はみられなかった（20%MVC:筋活動期63.8, 中止期
61.4cm/s, 40%:MVC筋活動期71.8, 68.9cm/s）（安静時：
20%MVC56.2cm/s, 40%MVC 69.8cm/s）．

活動期

休止期

図5．筋活動期および休止期における大動脈血流速度と大腿
動脈血流速度の強度間の比較

筋活動期および筋活動休止期の大動脈，大腿動脈血流速度を強度間比較し
た．その結果，筋の活動期では大動脈，大腿動脈血流速度ともに強度間に
よる変化はみられなかった．一方，筋活動休止期においては大腿動脈血流
速度において10%よりも50%MVCのほうが高値を示した．
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図7．筋活動期および活動休止期における平均血圧の比較

平均血圧は10%および50%MVCのどちらの強度においても，筋活動期と筋活動休止
期との間に相違はみられなかった．また，時相別における10%MVCと50%MVC強度
との間においても差はみられなかった (10%MVC:筋活動期 113.2±7.8mmHg / 休止
期112.6±7.6mmHg, 50%MVC:筋活動期 123.3±8.8mmHg / 休止期
127.7±7.2mmHg).

活動期
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腓腹筋の筋線維長変化が
ヒラメ筋運動ニューロンの興奮性に及ぼす影響

牛山潤一1，若原卓2，政二慶3，神崎素樹4， 村岡哲郎5 ，福永哲夫6，金久博昭4

（1体育研究所，2早稲田大学大学院人間科学研究科，3トロントリハビリテーション研究所，
4東京大学大学院総合文化研究科， 5早稲田大学生命医療工学研究所， 6早稲田大学スポーツ科学部）

緒言

☆ヒトの腓腹筋とヒラメ筋は，足関節底屈運動の協働筋であるにも関わらず，

運動課題に応じて相反的な筋活動パターンを示す場合がある

(Nardone & Schieppati 1989)．

☆ヒトの腓腹筋とヒラメ筋間には，抑制性の介在ニューロンを介した Ia 求心性

神経の投射が存在する (Mao et al. 1984)．

α

MG SOL

α

方法

● 被検者: 健常成人男性 12 名
（年齢: 25.7 ± 2.3 歳）

● 姿勢: 座位 （足関節: 底背屈 0 度）

● H 波および M 波 : 
静止時および 5 deg/s の受動的

膝伸展・屈曲運動中に，
膝関節 20 度，40 度，60 度，80 度時に
ヒラメ筋（SOL） より最 H波（Hmax），
M 波（Mmax）をそれぞれ誘発し，
H/Mmaxを算出（可動域は各 target angle の ±10 度）

● MG の筋束長変化 :
下腿長 30% 部位より超音波 B モード法を用いて実測

Dynamometer

Footplate

Ultrasonic 
probe

仮説
上記投射が存在するならば，上位からの入力を排除した運動条件下で

も，腓腹筋の筋紡錘活動はヒラメ筋運動ニューロンプールの興奮性に

影響を及ぼすのではないか？

・筋紡錘は筋線維長およびその変化速度を検知する
（Proske et al. 2000）

・二関節筋である腓腹筋は足底屈筋群であると同時に
膝屈曲筋群である （Johnson et al. 1973）

目的
受動的膝伸展・屈曲運動に伴う腓腹筋の筋線維長変化がヒラメ筋

H 反射振幅に与える影響を検討すること

電気刺激
(矩形波，幅 1 ms)

H 波M 波

α

本研究では，
Mmaxを運動神経線維・神経-筋接合部の性質変化の指標として，
H/Mmaxをアルファ運動ニューロンの興奮性変化の指標としてそれぞれ用いる．

刺
激

強

電気刺激

約30msec

H波

M波

弱

H波
M波

振幅

刺激強度

【Recruitment Curve】

Hmax Mmax

結果

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

10 20 30 40 50 60 70 80 90

∗
∗

∗

#
#

#

† 40

45

50

55

60

0 20 40 60 80 100

-2

-1

0

1

2

0 20 40 60 80 100

∗
∗

∗

H/Mmax

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

35 40 45 50 55

 0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

35 40 45 50 55

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Extension Flexion

10mmSoleus

MG

Superficial aponeurosis

Deep aponeurosis

Pennation
angle

Fascicle
length

H-reflex

屈曲

伸展

20 deg 40 deg 60 deg 80 deg

静止

10 ms
2 mV

超音波画像

Knee angle (deg) Knee angle (deg)

MG fascicle length (mm) MG fascicle velocity (mm/s)

Knee angle (deg)

H/Mmax

H/MmaxH/Mmax

MG fascicle length (mm) MG fascicle length (mm)

MG fascicle velocity (mm/s)

腓腹筋筋束長 – ヒラメ筋 H/Mmax 関係

腓腹筋筋束長変化速度 – ヒラメ筋 H/Mmax 関係

考察
☑ヒラメ筋H 反射の振幅は，腓腹筋の筋線維の伸張とともに減少し，短縮とともに
増大した．さらに，腓腹筋の伸張にともなうH 反射振幅の低下は，伸張速度が

速いときほど顕著であった．このことは，筋の長さ変化にともなう腓腹筋の
Ia 求心性神経活動の増減がヒラメ筋運動ニューロンプールの興奮性変化に密接に

関与している可能性を示唆し，腓腹筋－ヒラメ筋間の投射という下位のシステム
は，上位からの指令の有無によらずヒラメ筋運動ニューロンの興奮性を調整する
機能を有することが推察された．

α

MG SOL

α

MG SOL

αα

腓腹筋の短縮 腓腹筋の伸張

☑ 腓腹筋からヒラメ筋へのIa 投射は，歩行形態の異なる動物間で種差が存在し，
抑制性の投射はヒト特有のものである（Mao et al. 1984）．すなわち，
運動課題に応じて協働的にも拮抗的にも働くヒト下腿三頭筋間の情報伝達は，
二足行動という複雑な運動行動の円滑化のために，ヒトが進化の過程で得た
回路なのかもしれない．

順天堂大学生理学ゼミナール
特別講演内容

2005年7月 於；順天堂大学
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