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抄録
近年，子どもの立位姿勢の歪みや歩行動作のおかしさなど「子どもの体のおかしさ」問題が指摘
されている．これには，1日あたりの身体活動量の低下が関係しているものと考えられている．こ
れまで著者らも小学校3～6年生の児童を対象に，1日あたりの平均歩数と立位姿勢との関係を検討
し，1日8000歩以上の身体活動量を担保している子どもよりもそうでない子どもの方が立位姿勢に
乱れが認められた．本研究では，小学校2年生の子どもを対象に，1日あたりの平均歩数と立位姿勢
との関係を検討した．以下，その結果について述べる．
1日あたりの平均歩数と立位姿勢との関係を検討した結果，先行研究の結果とは異なり，1日8000
歩以上の歩数を有した子どもとそれ以下の子どもとの間に立位姿勢の評価得点に差が認められな
かった．上述した結果には，今回の結果に個人のもつ前提条件の影響が一つ考えられた．すなわち，
1日8000歩以上の歩数を有した子どもの中に1日の歩数が8000歩以下の子どもたちよりも顕著に「肩
峰角度」が低値にあった女子児童が5名認められた．とりわけ，3名の女子児童についてはゲームの
実施やスマートフォンの操作をほぼ毎日椅子やソファに座った状態で実施するといった特徴を有
していた．これらより，1日あたりの平均歩数（身体活動量）の量と立位姿勢の良し悪しは3年生前
後から相関関係になってくることから，2年生以下でも一定の身体活動量の担保は必要であるもの
と考えられる．しかしながら，それ以上に生活習慣のあり方が立位姿勢の乱れと大きく関係してく
る可能性の方が高いものと推定できた．一方，幼児や低学年の子どもは運動量と立位姿勢とがほ
とんど関係しない可能性も否定はできない．今後，さらに検討する必要がある．
１．はじめに
1960 年代以降，「子どもの体のおかしさ」問題
が指摘されはじめた．しかし，上記の問題は解決・
解消されるどころか年々深刻化していると言われ，
子どもの立位姿勢の歪みや歩行動作のおかしさな
ど，具体的な体のおかしさを指摘する研究がいく
つもある[1] [2] [3]．

一般に，「子どもの体のおかしさ」問題の主たる
原因は，社会における生活や労働の省力化や外遊
び運動の減少など子どもたちの総合的な身体活動
量の減少にあると考えられている[4] [5] [6]．文部科学
省[7]が報告した 1 週間の総運動時間を問うたアン
ケート調査と体力・運動能力テストとの関係につ
いても，日常的に運動をしている子どもの方がそ
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うでない子どもよりも体力・運動能力が優れてい
たことが認められている．
また，子どもの 1 日あたりの身体活動量の低下
が学校教育現場における運動・スポーツ中の怪我
の発症率を高めているということ[8]，ここには身
体活動量の低下に伴う立位姿勢や歩行動作の乱れ
が介入している可能性の高いこと[8] [9] ，などが指
摘されている．
そこで厚東[10]は，小学校 3～6 年生の児童を対象
に，1 日あたりの平均歩数と立位姿勢との関係を
検討した．その結果，1 日 8000 歩以上の歩数を有
した子どもとそうでない子どもによって立位姿勢
は相違し，前者の子どもたちの方がそうでない子
どもたちよりも骨盤の歪みが小さく頭部前方偏位
も生起していなかったことから，体幹が安定しよ
りよい立位姿勢が保てるだけの筋力が獲得出来て
いる可能性の高いものと推定していた．これによ
り，小学 3 年生の立位姿勢に小学校低学年期まで
の運動習慣や生活習慣のあり方が何らかの影響を
及ぼすものと考えられた．しかしながら，小学校
低学年期の子どもを対象に立位姿勢と身体活動量
との関係を検討したものではなかった．
そこで本研究では，小学校 2 年生の子どもを対
象に，1 日あたりの平均歩数と立位姿勢との関係
を検討し，低学年期における一定量以上の平均歩
数（＝身体活動量）の担保の意味について検証す
ることを目的とした．
２．研究方法
２．１．調査対象
調査対象者は，札幌市内の T 小学校または K 小
学校の 2 年生の子ども 63 名とした．調査対象とし
た子どもたちは，先行研究 [11] [12]に倣って，2000
歩毎の計 5 つの群に分類した．すなわち，4000 歩
未満をⅠ群（7 名），4000 歩～5999 歩をⅡ群（14
名），6000 歩～7999 歩をⅢ群（19 名），8000 歩～
9999 歩をⅣ群（18 名），10000 歩以上をⅤ群（5 名）
と設定した（最大値 10637 歩：最小値 2026 歩）．
なお，調査にあたっては，学校長，学級担任お
よび子どもの保護者に文章で説明後，それぞれよ
り書面による承諾を得た上で実施した．
２．２．測定方法
1 日の平均歩数は，歩数計（振り子式歩数計，
オムロン社製，HJ325-W もしくは身体活動量計，
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Sony 社製，SWR12—TYPE:RD-0071）を用いて調
査した．歩数の調査時期は，雪や梅雨など外遊び
などへの影響が比較的少ないと考えられる 7 月か
ら 9 月の間に実施した．このとき，調査日数が 8
日間と 3 日間というバラつきが生起した．そこで，
8 日間測定した調査結果については，測定条件を
統一する目的から初日から 3 日間に測定したデー
タを用いることとした．
調査にあたっては，厚生労働省などで用いられ
ている研究方法[13]に倣って，（１）朝起きたらすぐ
に装着し，就寝まで測定すること，
（２）腰部もし
くは手首部にしっかり装着すること，（３）水泳授
業など水中活動の際には歩数計を外すこと，とい
う条件で依頼した．なお，今回の調査時期の中で，
（３）に該当する活動は確認されなかった．
子どもの立位姿勢の評価は，側面から静止画像
で撮影し，日本整形外科学会が提示している正常
可動域範囲および正常解剖学的肢位の角度を参考
に判断した．下記に，具体的な手順を示す．
先行研究[10] [14] [15] [16]の方法に倣って，被験者の
左側の耳垂，肩峰，大転子，膝中心，外果にマー
カーを貼布し，自然な状態で立ってもらい，その
姿勢を撮影した（図 1 参照）．このとき，水平器を
用いて撮影機器と床が水平になるようにして撮影
を行った．なお，ASIS，恥骨，PSIS3 点の測定は
学校の事情により測定困難であった．そのため，
おおよその位置にマーカーを貼布し撮影した．
撮 影 し た 静 止 画 像 の 分 析 は ， 主 に Medic
Engineering 社の姿勢 Chrcker と動作分析ソフト
Kinovea を用いて行った．測定項目は，「肩峰角」
「大転子角」
「外果角」「ASIS-恥骨」「ASIS-PSIS」
の 5 つである（図 2,図 3 参照）．
また，形態的特性として，身長と体重の記録も
収集した．なお，データについては各学校で実施
している二計測測定日に測定したデータとした．
他方，一般的に立位姿勢と身体組成の状態とが関
係する可能性もあることから，立位姿勢測定時に
安静時心拍数が測定されることがある[17]．そこで，
本研究でも立位姿勢測定と合わせて安静時心拍数
計（Sony 社の身体活動量 SWR12-TYPE:RD-0071）
を用いて測定した．なお，今回，調査対象とした
学校現場の事情より，測定することがほとんど困
難であった．それ故，立位姿勢と安静時心拍数を
測定した子どもの数は異なっている．なお，5 つ
の群間での比較・検討は困難であった
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図 1．撮影風景
計測点 １．中耳，２．肩峰，３．2 を通る水平上（前方）
の点，４．大転子，５．膝中心，６．外果，
７．6 を通る水平上（前方）の点
計測角 ∠1・2・3 肩峰角， ∠2・4・5 大転子角，
∠5・6・7 外果角
図 2．分析方法（「肩峰」「大転子」「外果」）
計測点 ８．PSIS，９．ASIS， 10．恥骨， 11．9 から下方に引
いた垂直線と 6 を通る水平線との接点，
12．9 と 10 を通る直線と 6 を通る水平線との接点
計測角 ∠8・9・11 ASIS-PSIS， ∠9・10・11 ASIS-恥骨
図 3．分析方法（「ASIS-PSIS」「ASIS-恥骨」）

ため，調査が実施できたⅠ～Ⅲ群の子ども 7 名を
少歩数群，Ⅳ・Ⅴ群の子ども 4 名を多歩数群とそ
れぞれ整理し，対応のない T-test 検定より比較・
検討した．
２．３．解析方法
解析方法は，エクセル統計を用いた一元配置の
分散分析を行ったあと，交互作用が確認できた項
目について，Post-hoc テストとして多重比較検
（Tukey 法）を用いた 5 つの群間の差の検定を行
った．このとき，有意水準は 5％未満とした．な
お，得られた分析記録の客観性を担保するため，
立位姿勢分析の経験を有する者 1 名にも分析を行
ってもらい，分析記録の一致率（一致数÷（一致数
＋不一致数）×100（％）
）を検討した．一致率の解
釈は，Shidentop and Tannehill[18]に拠った．

３．結果
３．１．立位姿勢の比較
表 1 は，5 群それぞれの「肩峰角度」をはじめ
とする 5 つの角度の平均値と標準偏差および分析
結果を示している．いずれの角度においても，大
きな相違はなく有意差も認められなかった．
３．２．安静時生理指標の比較
少歩数群と多歩数群の立位姿勢時の安静時心拍
数を比較した結果，両者の間に有意な差は認めら
れなかった（最大心拍数少数歩数群 157.5±6.3 回，
多歩数群 157.2±7.9 回；最低心拍数少数歩数群
64.3±6.1 回，多歩数群 66.9±4.2 回；平均心拍数少
数歩数群 88.2±5.0 回，多歩数群 84.2±6.3 回）．
３．３．形態特性の比較
身長および体重は，いずれの群間においても有
意な相違は認められなかった．

小学生における立位姿勢と歩数との関係

259

人間生活文化研究

Int J Hum Cult Stud.

No. 29

４．考察
小学生 2 年生を対象とした本研究の結果は，3
年生から 6 年生を対象とした先行研究の結果[10]と
異なり，7999 歩以下の群の子どもと 8000 歩以上
の群の子どもとの間に立位姿勢の相違が認められ
なかった．
小学生 1 年生から 3 年生を対象に立位姿勢と運
動能力との関係を検討した真家[19]は，立位姿勢制
御系の安定性が子どもによって異なり，これによ
り俊敏性（反復横跳び）のパフォーマンス発揮に
差が認められたことを報告している．同様の報告
は，幼児期の子どもを対象とした研究でも認めら
れる[20] [21]．また，丹羽[22]は小学生 2 年生から 6 年
生の子どもを対象に，モアレトボグラフィー装置
を用いて立位姿勢の相違を検討した結果，2 年生
であっても立位姿勢が「要注意」段階の子どもが
存在していることを認めている．さらに彼は，立
位姿勢が乱れた子どもはそうでない子どもよりも
背筋力が強く，日常の生活習慣や運動習慣が立位
姿勢を乱していく可能性のあることを指摘した．
また，立位姿勢を正しく保持するためには，足
関節底屈筋の活動が重要であると言われ[23]，歩行
数や走行数の多さが必要になってくるものと考え
られる．とりわけ，運動習慣等の内容に関係なく
1 日の歩数 8000 以上の担保によって下肢機能や下
肢の多様な筋力が向上や保持される [11] [24]と言わ
れていることから，歩行数など運動量の多さが立
位姿勢の安定性に貢献する可能性は高いものと考
える．
これらより，今回，7999 歩以下の群の子どもと
8000 歩以上の群の子どもとの間に立位姿勢の相違
が認められなかった結果には，個人差が影響した
可能性が一つ考えられる．そこで，8000 歩以上の
群に属する子どもをみてみると，一定量以上の平
均歩数（＝身体活動量）が担保されているⅣ・Ⅴ
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群にも関わらず，7999 歩以下の子ども以上に「肩

図 4．頭部前方編位が生起しているⅣ・Ⅴ群の子ども
の例

峰角度」の評価得点が顕著に低い者が 5 名（Ⅳ群
4 名，Ⅴ群 1 名）存在した．また，上記 5 名はい
ずれも女子児童であった（図 4 参照）．
「肩峰角度」の評価得点が顕著に低いというこ
とから，彼女らには頭部前方偏位が生起している
ことがわかる．一般的には，骨盤前傾位など骨盤
の歪みが生起することで，腰の状態は「そり腰」
になりやすく，こうした状況を修正するために背
中が後弯しやすくなる傾向にある．その結果，頭
部は前方偏位することが知られている．しかしな
がら，彼女らの「骨盤角度（ASIS-PSIS）」と「骨
盤角度（ASIS-恥骨）」に大きな捻れや乱れは認め
られなかった．
それ故，首部および頭部のみが前方偏位を生起
させている状態である可能性が高いものと考えら
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れた．ゲームの実施やスマートフォンの操作の姿
勢，さらには座学時の姿勢が長い者ほど，頭部前
方偏位になりやすいと言われている[25] [26]．
そこで，5 名の女子児童に１日の生活状況を追
加でエスノグラフィック・インタビュー法より調
査した．すなわち，（１）ゲームの実施やスマート
フォンの操作の有無，（２）ある場合，１日あたり
どれぐらいの時間実施するのか，（３）どのような
姿勢で実施しているのか，を中心にインタビュー
し記録した．その結果，3 名の女子児童がほぼ毎
日ゲームの実施やスマートフォンの操作を行って
いること，１日あたりの実施時間は 1 時間から 2
時間が 2 名，3 時間以上が 1 名という回答であっ
た．また，3 名ともにゲームの実施やスマートフ
ォンの操作は椅子やソファに座った状態で行って
いることがほとんどであるとも回答した．
上述のように，ゲームの実施やスマートフォン
の操作を座学の姿勢で長時間実施する行為によっ
て，1 日あたりの運動量は多いにも関わらず頭部
前方偏位になっていた子どもがⅣ・Ⅴ群に存在し
ていた．今回，このことが先行研究と異なる結果
になった可能性の一つとして考えられる．
一方，今回の結果が示すように幼児や低学年の
子どもは運動量と立位姿勢とがほとんど関係しな
い可能性も否定できない．しかしながら，今回，
これらを検証するデータは存在していない．今後，
さらに検討する必要がある．
結語
小学校 2 年生の子どもを対象に，1 日あたりの
平均歩数と立位姿勢との関係を検討した結果，先
行研究の結果とは異なり，1 日 8000 歩以上の歩数
を有した子どもとそれ以下の子どもとの間に立位
姿勢の評価得点に差が認められなかった．これに
は，今回の結果に個人差という前提条件の影響が
一つ考えられた．すなわち，1 日 8000 歩以上の歩
数を有した子どもの中に 1 日の歩数が 8000 歩以下
の子どもたちよりも顕著に「肩峰角度」が低値に
あった女子児童が 5 名認められた．とりわけ，3
名の児童についてはゲームの実施やスマートフォ
ンの操作をほぼ毎日椅子やソファに座った状態で
実施するといった特徴を有していた．
以上， 1 日あたりの平均歩数（身体活動量）の
量と立位姿勢の良し悪しは 3 年生前後から相関関
係になってくることから，2 年生以下でも一定の
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身体活動量の担保は必要であるものと考えられる．
しかしながら，それ以上に生活習慣のあり方が立
位姿勢の乱れと大きく関係している可能性の方が
高いものと推定できた．
付記
本研究は，2017 年度笹川スポーツ研究助成・研
究代表・厚東芳樹「児童期の立位姿勢と歩行動作
のあり方に身体活動量が及ぼす影響」（課題番号
170A3-014）による助成を受けたものである．
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