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第 17 回 公開講演会

「熟年世代の健康づくり：ウオーキングの科学」

広島大学名誉教授 渡部 和彦

オリンピック選手とバランス機能への関心

私はこれまで、オリンピック選手など、スポーツ選手の競技力向上についての研究を行ってき

ました。その中でも姿勢のバランスの研究が中心です。スキー種目の選手・コーチの方々とのお

付き合いをしてきた関係から、ヒトのバランス機能に関心を持ちました。スキー種目では、バラ

ンス機能が特に重要です。アルペン選手もジャンプの選手も同様に転んではいけません。

スキー選手の研究と共に、幼児の調整力注１）と高齢者の体力の研究にも取り組んできました。

ヒトはどうして転ぶのか、あるいはどうすれば転ばないかということについて、考えてまいりま

した。本日は、このような話題にも触れたいと思います。

今日のテーマは「熟年世代の健康づくり」です。ヒトはだれでも熟年期、高齢期を迎えます。

高齢期の方々の健康づくり、そして転倒予防について何かのヒントをつかんでいただければ幸い

です。

注１）「調整力」：神経系の機能が深く関係する体力構成要素の一つ。身体運動の器用性に関係する能力。

南極越冬生活と健康

私は歩くことについて、改めて考えさせられた経験があります。それは第 15 次日本南極観測隊

（隊長：村山雅美、越冬隊長：村越望）越冬隊員として南極に行った時です。私は医学の担当で、

フィールドに出て、いろいろなサンプルを採取する仕事がありました。当時は、地球の環境問題

が大きな関心を集めていました。地球上で一番ピュアな、まだ汚染が少ないと思われていた南極

でも、ペンギンの羽毛から重金属が検出されなどの人為汚染が問題視されました。そのような中

で、ヒトの行動によって、どのように汚染が広がるかなどについて調べるのが私の任務でした。

このプロジェクトでは、3 つの分野の 3 人の研究者が協力して調査しました。私は医学の担当

で、人為汚染の調査です。もう一人は、地球科学の佐野（方昂）さんですが、彼は二酸化炭素の

モニターリングの研究が担当でした。この研究は、現在でも続いています。生物学の立場から、

山中（三男）さんは花粉の研究をされました。花粉というのは、大変丈夫なもので、強い酸に入

れても大丈夫だそうです。ですから、ずいぶん昔の、何万年も昔の花粉がしっかり南極の地に残

っているわけです。それが、どういう気流に乗って、ほかの大陸から飛んできたかを研究するの

です。このように地球全体の視点から環境汚染について、過去から現在、そして未来にわたって

調べようとするプロジェクトでした。

私は、土壌のサンプルを採集するための位置を設定するためのマップを作りました。昭和基地

を中心に 200 カ所ぐらいの地点を設けました。現在も引き続いて土壌サンプルを日本に持ち帰り、

（北里研究所を中心に）、微生物等の研究を継続的におこなっています。当時は、現地で出たごみ

を南極でそのまま捨てていましたが、今では全部持ち帰っています。環境保全を意識した活動が、

進んできているわけです。

この昭和基地で、30 人の仲間と越冬して、いろいろな経験をしました。一日中太陽が沈まない
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こともその一つです。日本の冬の季節は向こうでは夏になります。夜でも太陽が出ているので、

越冬最初のころはつい遅くまで外で仕事をしてしまいます。観測隊の仕事は、それぞれですが、

外に出ての調査研究もあります。我々15 次隊の成果の一つに（大和山脈での）隕石の発見があり、

大変有名になりました。火星由来の隕石もあるそうで、宇宙から飛来したこれらの隕石を世界中

の学者が研究して、地球や宇宙の成り立ちの理解に貢献しています。南極の隕石は、雪原に落ち

たものが、長い時間をかけて氷河に運ばれ、その氷河が山脈にぶつかったところで発見されたそ

うです。昭和基地から、雪上車で数日かけて目的地まで調査旅行するわけですが、その途中にク

レバス地帯があります。雪原の安全な所はいいのですが、高度が高いところでは、氷河となり氷

にひびが入って、深さが 20 から 30 メートルほどにもなりますから、注意が必要です。我々の隊

ではありませんが、隊員が雪上車ごと落下した事故もありました（幸い命は無事でした）。

私も、サンプルの採取調査をしていたので、野外では注意して歩きました。外では防寒のため、

底の厚い靴を履くのですが、足裏で靴底の感覚をよく感じながら、ゆっくり歩く習慣ができまし

た。足の裏ばかりではなく、移動中の運動そのものにも感覚を鋭敏にするようになりました。こ

の経験は、安全な歩行を皆様に勧める立場にある者として、大いに役に立つ経験でした。

越冬生活について少し紹介しますと、健康に関することでは、体重の変化があります。越冬に

入る前の夏の建設作業の期間は、新しく建てた環境科学棟の建設作業など、全員が手分けして忙

しく働きました。そのため体重は増えることはありませんが、我々15 次越冬隊の前の 14 次越冬

隊や 15 次夏隊の皆さんが帰国した後、越冬生活に入ると、私を含め、ほとんどの人は体重の増加

傾向を示しました。これは、腕利きのコックさんの食事がおいしかったこともあるでしょうが、

外気温がマイナス 30 度以下になることや冬の期間中は太陽が出ない日もあり、暗い中での生活環

境などの影響に対する、一つの適応現象かなと思います。

お酒に関しては基地ならではの面白いルールがありました。それは、お酒は他人につがないと

いうことです。これは 24 時間３交代で仕事をする、気象庁からの隊員は、真夜中でも観測の仕事

があるので、邪魔しないというルールです。お酒を飲むときには互いに酒はつがない。飲みたけ

れば自分でついで飲むというルールでした。

孤立した小集団社会の健康管理に、メンタル面の問題があります。もともと山登りの経験者な

ど、つわもの達が選ばれて行っているのですから心配ないと思いましたが、こういう小集団の中

で、お互いに精神的にも元気でいるためには、スポーツやお祭りというイベントが、非常に大事

なことが分かりました。私はお祭り委員の一人として、ひな祭りや 5 月の節句、隊員の誕生会、

遠征旅行隊の壮行会、ミッドウインターなど、機会があるたびに、夕食時に盛り上げていました。

昭和基地では、日本のことを「内地」と呼びます。昭和基地は「外地」というわけです。内地の

生活では、ごく当たり前の、たとえば、憂さ晴らしに赤ちょうちんで一杯ということも「外地」

ではできません。四六時中同じ顔ばかりですから、そういう中で、小集団内のメンタル面の健康

を保ち、元気を維持するには、気晴らしとなる、いろいろなスポーツや室内でのゲーム、お祭り

が互いの連携を保つためにも大変大事だと思います。

最近は、こちらの「内地」では、地域の連携意識が希薄になってきていると言われますね。お

互いの連帯意識をつなぐためにも、越冬隊と同様に、地域でもスポーツとかお祭りとか遊びなど

にもっと力を入れることが大事なのではないかと思います。昭和基地は、何もない所ですが、日

曜日などには氷上ソフトボールなどして楽しんでいました（図 1）。

これは休日の魚釣りの様子です。氷の厚さが１メートル以上あるので、釣る前に、アイスオー
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ガーで氷に穴を空けて、それから糸を垂らすのですが、これが結構、ハゼやキスなどが釣れます。

しかし、５匹、10 匹と釣った後に、ぱたっと釣れなくなるので、また別の穴を空けて釣る。こん

な具合です（図 2）。

図１ 図２

コミュニティーの健康づくり

今日の話題は、健康についてです。「健康」とは身体的健康と精神的健康、もう一つ、社会的な

健康が大事だということを、学校で習いました。社会的といえば、コミュニティーにおける健康

づくりが、これからの日本の大きな課題ではないかと思います。その理由は、年々増加する医療

費の問題があるからです。医療費の抑制は重要な社会的課題でありますが、この課題とスポーツ

や運動との関係にも触れたいと思います。

運動や体力トレーニングを話題にすると、スポーツ選手の体力トレーニングをイメージしがち

ですが、スポーツ選手と一般人の健康づくりのトレーニングとは目的が違うので区別する必要が

あります。目的が違えばその方法も違います。

トレーニングの効果は、80 歳、90 歳になってもそれなりに期待できますが、その方法は、案

外世間に伝わっていないようです。そこで、今日は、特に一般の方の健康あるいは体力づくりの

トレーニングについて、最近の資料を基にお話ししたいと思います。

金メダルを支援する科学

一流選手に対する最近のトレーニング法について、スキー選手を例に紹介しましょう。これは、

スキージャンプ選手が、姿勢を構えている状態ですが、自分の身体重心位置が足の裏のどこにあ

るかを確認できる装置です。わずかに姿勢を変えた時に、それがどう移動するかをリアルタイム

で確認できます。選手は自分の身体感覚と客観的な重心位置（圧力中心点）注２）を確認し、飛び

出すときの最適な姿勢条件を自分なりにチェックします。

スキーのジャンプやアルペン選手は、風の影響を受けます。ジャンプ選手では空中の飛行時間

はせいぜい３秒程度です。その時に自分がどんな姿勢で飛んでいるか、どこが良くてどこが悪か

ったのかのチェックが難しいわけです。そこで、最近はこのような大型の風洞装置に選手を入れ

て、実際の競技での風圧の感覚を意識させるためのトレーニングをします。また、このようにジ

ャンプ選手の実物大の人形を使って、理想的な空中姿勢を研究します。これはＶ字飛行を開発し
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た時の様子ですが、このように、スキー先端の開き角度、あるいはスキーと上体との角度、前傾

姿勢の角度をさまざまに変えて、測定します。このようにして得られた実験結果を元に、選手の

飛び出す際のタイミングと空中姿勢等について、コーチと選手に伝えて練習してもらいます（図

３）。

図３

日本では比較的早い時期からスキーの風洞実験を行いました。私は、1972 年の札幌オリンピッ

クの時の強化対策として、世界ではまだ誰も行っていなかった、アルペン種目の強化選手に風洞

実験室に入ってもらい、空気抵抗の少ない理想的なフォームを見つける実験を行いました。

このような研究資料をスポーツ競技の現場に生かして競技力の向上に役立てるためには、指導

現場での工夫と努力が必要です。例えば、Ｖ字飛行のスキーの開き角度が、38 度が理想ですと言

われても、選手はすぐにはできません。スキー板を並行にして飛んでいたのを開くわけですから、

大変な勇気とバランス能力獲得のための練習が必要です。勘のいい選手でも、ある程度完成する

まで４カ月以上はかかるそうです。そうでない選手では、１シーズンが終わっても、まだ十分に

できない選手もいます（現在は、夏でも練習が可能）。

フランスのアルベールビル・オリンピック（1992 年）当時、出場全選手の 30％程度がＶ字飛

行を試みました。次のリレハンメル・オリンピック（1994 年）では、出場選手のすべてが V 字

飛行でした。今ではジュニアの選手も含めて、誰もがＶ字飛行で競うようになっていますが、開

発当時はＶ字で飛べば、空中姿勢のバランスが乱れていると判定され、飛型点で減点されました。

その減点を距離にすると約５ｍ前後になります。ですから、たとえこの技術が良いと言っても、

飛型点での減点以上の飛距離が出なければメリットがないのです。

このような中で、日本チーム（ジャンプ競技、複合競技）は、我々の研究結果を信じてＶ字飛

行に望みをかけて厳しいトレーニングに耐え、選手の多くがメダルに輝いたのです。

オリンピックのメダル獲得とスポーツ科学の話をしましたが、一般人の体力・健康づくりのト

レーニングにもスポーツ科学の様々な知見の応用が可能です。

注２）「圧力中心点」：足裏に受ける圧力は、面で受けるが、その中心位置のこと。身体重心位置は、3 次元的に身

体の中心部に位置するが、地面に投射された位置は、圧力中心ＣＰ（Center of Pressure）の位置とほぼ一致する

と考えてよい。

自立的生活体力

私は、「自立的生活体力」という概念を提唱しています。これは、日常生活において自分自身で
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身の回りをケアできる最小限の運動機能の意味です。座る、立ち上がる、立つ、歩く、振り向く、

投げる、あるいは指の動きです。このような基本的生活関連の体力の維持が大事であると思いま

す。

たとえば振り向く動作は、生活の安全に関係します。高齢のドライバーが横や後ろの確認が必

要な場合、頸の運動がスムーズにいかずに、バックミラーだけに頼ってしまうことになります。

歩行者も、後ろや横を見る運動が制約されますと、非常に危険です。普段から、１日に１回でも

体操が大事だとおもいます。とくに高齢者では、このような運動機能の維持が大事です。健康づ

くりには、栄養・運動・休養が関係します。とくに運動機能に焦点を当てて、健康と体力づくり

の関係を話します。

体力と年齢

まずは、この図に注目してください（図４）。横軸は年齢を示し、縦軸は 20 歳代を 100 パーセ

ントとした場合の年齢に伴う体力レベルの変化を示しています。筋力、持久力、そして、垂直跳

びの値で示した瞬発力そして、バランス機能です。

図４

筋力は握力で代表しています。60 歳、70 歳代では、２割程度落ちます。２割低下しても、ま

だ８割は残っているので日常生活では問題ないと思われます。問題はバランス機能です。バラン

ス機能は、70 歳前後では、８割も低下します。ところが、案外それには気が付きません。実際の

バランステストでは目を開けた場合は結構、立てるからです。ところが、この図のように、目を

つぶった閉眼片足立ちの場合では、非常に難しいのです。70 歳代、80 歳代の方に閉眼片足立ち

テストをしますと、２秒か３秒程度の方がほとんどです。信じられないと思いますが、実際にそ

うです。気が付かないうちにそれほど低下しているわけです。目を開けた場合には、梁とか柱と

か動かないものを見て身体動揺を修正しながらバランスの調節ができるのです。視覚情報の貢献

度は、70％にもなります。視覚情報がないと、筋感覚とか皮膚感覚だけに頼らざるを得ないので、

困難になります。

あとで触れますが、バランス機能には、トレーニングの方法があります。バランス機能は、転

倒に関係するので非常に重要です。

筋力のトレーニング方法

まずは、筋力のトレーニングについて紹介しましょう。筋力トレーニングというと、選手がバ
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ーベルを持ち上げるなどのイメージが先行して、あれはやめておこうということになりがちです。

しかし、筋力を低下させない簡単な方法があります。

筋力トレーニングには、重い負荷をかける方法と軽い負荷をかける方法があります。今日は、

これを持ってきました。これは２キロのダンベルです。２キロですから、私には軽い負荷です。

もっと軽い、500 グラムから１キログラムの物も売っています。このような軽い負荷では効果が

ないと思いがちですが、これでも十分役に立ちます。この２キロのダンベルでも 30 回ぐらい繰り

返しますと、結構、腕の筋肉がきつく感じるようになります。こういうトレーニングの仕方を“持

久力プログラム”と言います。

これとは反対に、例えば 50 キロとか 60 キロのような重い負荷を持ち上げる方法があります。

これですと５回ほど繰り返すと腕の筋肉がきつく感じられます。このように重い負荷でトレーニ

ングする方法を、“筋力プログラム”と言います。トレーニングの方法がハッキリと違います。

筋力トレーニングの負荷のかけ方には、一つの原則があります。それは、10ＲＭを基準とする

ものです。ＲＭ（Repetition Maximum）とは、例えば腕で負荷（ダンベル）を持ち上げるとし

ます。力コブのできる、上腕二頭筋を主に使って持ち上げる場合、仮にＡさんがちょうど 10 回ほ

ど持ち上げてこれ以上は持ち上げられない重さのことを 10ＲＭと言います。ですから、もっと力

がある人は、もっと重い負荷で 10ＲＭになります。これが一つの原則で、スポーツ選手やリハビ

リテーションの領域でも使っている原則です。

一般には、筋力トレーニングではこの 10ＲＭを目安として、実は３セット行います。１回目と

２回目と３回目を行いますが、１セット目は 10RM の２分の１負荷で 10 回行います。２セット

目は 10ＲＭの３分の２の負荷で 10 回行います。３セット目は 10ＲＭの１分の１つまり、10ＲＭ

の負荷で 10 回行います。

実際 10ＲＭの負荷はどの程度か、機会があれば試してみてください。結構きつい負荷であると

理解できます。先ほどの“持久力プログラム”では 30ＲＭから 40ＲＭの負荷だと理解してくだ

さい。ぐんと軽く感じられます。このような軽い負荷でのトレーニングの効果が気になりますが、

じつは、この方法でも筋力が増大します。それと同時に、負荷の回数が多ければ、筋肉の収縮で

酸素を必要としますから、毛細血管への血液の流れが活発になります。これまで休んでいた毛細

血管が活性化するわけです。これが、“持久力プログラム”のメリットです。

強い負荷で行う“筋力プログラム”の効果も効果があります。10ＲＭどころか、３ＲＭぐらい

の強い負荷でのトレーニングも行います。ある種目によっては、自分の能力以上の負荷をかける

場合もあります。トレーナーが二人掛で、両脇に負荷を抱え、「いいか、よし行くぞ」と、過度な

負荷をかけるトレーニング方法もあります。これは一般人にはまったく勧めることはできません。

自重負荷法：どこでも出来るトレーニング

もう一つ大事なことがあります。筋力トレーニングは、できればトレーニングジムへ通ってト

レーナーの指導を受けるとよいでしょう。しかし、そのような所に皆さんが通うのは、結構大変

なことだと思います。そこで、自分の家で、簡単にできるトレーニングの方法を紹介します。そ

れは、“自重負荷法”です。“ノンウエイトトレーンング”や“ノンマシントレーンング”とも言

います。

例えば、歩行運動に大変関係があるといわれる筋肉に腸腰筋があります。この筋肉は、脊柱か

ら複数の筋で大腿骨の付け根部分に付着しています。この筋肉が収縮すると大腿部がぐっと持ち
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上がります。この筋肉は、深い部位にあるので、ＭＲＩとかＣT で撮りますと高齢者では細くな

っていると指摘されています。ですから、しっかり歩けるためには、この筋のトレーニングをし

なければ駄目だとある大学の先生が言っております。

そこで、トレーニングジムでは、腸腰筋のトレーニングマシンがあって、トレーナーが、筋ト

レを指導してくれます。しかし、実際問題として高齢者の方たちが、トレーニングジムに通うこ

とはかなり難しいことです。トレーニングジムに行かなくてもできる良い方法はないでしょうか。

よい方法があります。“自重負荷法”がそれです。

自重負荷法による、腸腰筋のトレーニング方法は、このように安定した机や壁を手で支え、体

を安定させます。そして、膝を曲げたまま、大腿部をゆっくりでいいですから、しっかりと挙げ

ます。しっかり上まで、１、２と左右交互に挙げます。それから、体幹部を動かさずに片方ずつ、

内側から外側に大腿部を挙げながら大きく開いて着地します。そして、外側から内側に戻します。

この運動を、例えば 30 回ぐらいしますと、十分効果が期待できます。

もう一つ紹介します。それは、スクワットのトレーニング方法です。これは、両手を頭の後ろ

に当てて、膝を曲げそして、立ち上がる運動です。まず、足を肩幅に開きます。足先を外に向け

て立ちます。膝を曲げる方向と足先の方向を同じにします。膝に無理をかけないためです。そし

て、背筋をのばし姿勢をしっかり正して、このように膝を曲げ、腰をグッと落とします。最初は、

あまり深くやるときついですから、ハーフスクワットと言って、半分ぐらいの深さで元に戻しま

す。これを最初は 10 回ぐらい行います。だんだん慣れると 30 回ぐらいはできるようになります。

山に登ろうという人は、フルスクワットを 30 回が目標と言われます。最初は少しきついかもし

れませんが、ウオーキングをされている高齢の方が、「先生、スクワットを練習して 100 回できる

ようになりました」とおっしゃられました。「あなたは立派に山に登れますよ」と話したしだいで

す。

毎日、自分一人でもできますね。このフルスクワットをしっかり 30 回程度やれば、足腰がしっ

かりしてきます。姿勢も安定してきます。気を付けることは、この背骨を支えている脊柱起立筋

という左右２本の太い筋肉があります。これを使うことを意識して、姿勢を正してやるといいで

す。男性でも女性でも、子どもさんでも大人でも応用できます。

選手は、バーベルを担いでスクワットをします。しかし、日常生活で必要な動くために必要な

基本的体力の維持は、このような方法で十分可能です。毎日、自分の家で、また自分のオフィス

などで継続してできればと思います。

全身の運動強度と栄養

全身運動について話します。筋力トレーニングの原理はお分かりいただけたと思うのですが、

全身の運動はどうでしょう。ここでも、また「運動強度」が大変重要です。

全身運動との関係で、最近話題になっていることは、メタボ対策ということでしょう。要する

に体脂肪をいかに減らすか、あるいは高脂血症とか肥満対策です。要するに、適正な体重にして

健康づくりを進めたいというのが原則で、目標です。

いわゆるメタボ対策には、食事療法と運動療法があります。食事療法は、摂取カロリーを少な

くする、節食することで、これは一つのやり方です。もう一つは、普通に食べても、運動量を増

やして消費カロリーを多くする方法です。

運動に関してはどのような運動がすすめられるかですが、これは米国のフォックス先生（エド



8

ワード・L・フォックス）が、「スポーツ生理学」、Sports Physiology という本を出されて、私が

翻訳したのですが、よく使われている図です（図５）。横軸の右側に行くと、運動強度が高いこと

を示します。走っている絵が描かれていますね。左側は歩いている絵です。運動強度が低いこと

を表しています。この時間が短い、長いというのは、短い時間しか運動ができないことを示しま

す。それは運動強度が高いからです。

図５ 運動強度と栄養素

ここで注目したいことは、三大栄養素の中の炭水化物と脂肪の使われ方が運動強度によって異

なることです。三大栄養素ですから、もう一つ、タンパク質がありますが、タンパク質は運動の

代謝には、ほとんど使われません。筋肉の修復とか、身体各部のいろいろな補修に使われますが、

熱エネルギーとしては炭水化物と脂肪が主なエネルギー源です。

ここでお分かりのように、運動強度を強くすると、脂肪が使われる割合がゼロになってしまい

ます。これは炭水化物の軸と数値が逆になっています。炭水化物がゼロ％のときに脂肪が 100％。

合わせて 100％です。これで見ると、歩くような運動のほうが脂肪の使われ方が多いことが分か

ります。これが今、よく言われているエアロビクスの考え方です。つまり比較的軽い運動ですが、

こういう有酸素運動の方がメタボ対策に効果的だということが分かってきています。

適度な運度強度とは

運動もいろいろな種目と方法があります。100 メートルの選手ですと、10 秒ぎりぎりで、ダッ

シュします。当然のことながら、こういう選手は健康づくりのために運動するのではありません。

メダルのためです。マラソン選手も同じです。健康づくりのためではなく、メダルを取るために

一生懸命にやっています。

われわれは健康づくりを目指しての運動を考えます。それがメタボ対策ということであれば、

有酸素運動すなわち、エアロビクスの運動がよいことがはっきりしています。エアロビクスの運

動とは、どのような運動でしょう。それは、最大の運動強度の 50％から 60％ぐらいの強さの運

動です。この程度の運動では、肺、心臓、血管の機能が促進されます。この運動強度は、心拍数

で判定できます。安静時では、一般に心拍数は１分間に 60 から 70 拍程度ですが、運動強度を上

げると心拍数は増加します。心臓の機能に注目すると、１分間に 120 から 130 拍ぐらいで、心臓

が１回に拍出する血液量は、ほぼ 100％になります。

心拍数が 1 分間に 120 拍程度の強度は、「ややきつい」、あるいは「楽だ」と感じられる境界ぐ

らいになります。きつい運動は、エアロビクスではなく、無酸素運動となります。つまり、アネ
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ロビクスの運動となります。繰り返しますが、メタボ対策の運動強度は、心拍数が 120 前後の運

動で、比較的軽い強度であるということです。

医療費とウオーキング

生活習慣病が問題になっていますが、その理由は、わが国の保険とか医療費が大きな課題となっ

ているからです。生活習慣病をいかに抑えられるかですが、これは 2009 年度の資料ですが、わ

が国の医療費は年間 33 兆円ぐらいです。33 兆円という大変な額ですが、このうちの約 30％、つ

まり 10 兆円ぐらいは、生活習慣病に関連しているといわれます。

実は、その生活習慣病を、運動、とりわけウ、オーキングの実施で 20％軽減できるというデー

タが示されました。これは信州大学医学部の能勢博先生を中心に、研究データを出されました。

これは大変なことですね。もし 20％が本当に軽減できれば。

本当のところを、能勢博先生にお聞きしたいと思いまして、私は信州大学に行こうと思ってい

たのですが、幸い、先日の 10 月 23 日に先生を東広島市にお招きして講演会を開催することがで

きました。実は東広島市では、去年（2010 年）の 10 月にウオ―キング協会が発足しまして、今

年はその記念の、第１回ウオーキング大会を開催することになったわけです。

能勢先生は、「メリハリをつけて歩くインターバル速歩 その方法と効果、エビデンス」という

タイトルでお話をされました。「インターバルトレーニング」というのを聞いたことがありますね。

陸上競技の中・長距離の選手が使うトレーニング方法です。これは、一定の速度でずっと走り込

むのではなく、強い走りと弱い走りを組み合わせる方法です。

これを先生は、ウオーキングに応用されました。普段のスピードで歩いたり、もっと速く最大

近くの速度で歩いたりして、その時の心拍数から、最大の 70％を一つのラインにして、コンピュ

ーターを内蔵した装置で各被験者に報せます。そして、ちょっと強すぎたらダウンしなさいと、

ダウンしすぎたら、もう一度上げなさいというプログラムを作り管理できるようにしたものです。

それを１時間ほど継続し、そこからマイクロのメモリーを取り出してコンピューターに入れま

すと、グラフが出てくる。そして、あなたはよくやったね、二重丸とか、もう少しこういう点に

気を付けよう、などの情報を管理する。薬屋さんにも再生の機械があって、その場で見ることが

できる。紙媒体でデータも見られるし、それが大学にも連動されるそうで、約 5,000 人分のデー

タが管理されているそうです。

要するに、ただ歩くというのではなくて、メリハリをつけて歩く。速く歩いたり、ちょっと遅

くしたり、このようにするといいですよ、ということをおっしゃっています。これは生理学的に

も理にかなったことです。エアロビクスは、乳酸が出ない程度の運度強度ですが、少し強度を上

げると、少し乳酸が出る。あまり強度を上げ過ぎて乳酸が多く生み出されると筋肉がぱんぱんに

なって歩けませんので、それよりも低いレベルの強度で長く運動すると、酸素の消費レベルを上

げる効果があります。

私は、広島大学で提唱しているのは、「さっさと歩こう 30 分。エアロビクスの健康づくり」で

す。さっさと歩くというのは、乳酸が少し出る程度のレベルのところを言っています。ですから、

原理的には同じことですが、私どもの場合は 30 分ぐらいさっさと歩けば、エアロビクスの効果が

大いに期待できるということを提唱しております。

いずれにしましても、信州大学のオペレーションは、国際的にも大変注目されております。医

学部ですから、いろいろな血液検査とかはお得意なので、きちんとしたデータを出されており、
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注目すべき活動だと思っています。つまり科学的に検証されたデータをお示しになったというこ

とは、大変素晴らしいことだと思います。

ウオーキングの運動特性

いよいよウオーキングについて話をいたします。運動生理学的には、エアロビクスの運動の効

果については、各国の研究者が認めるところです。その効果は、いわゆる代謝系の向上の効果に

あるとされています。エアロビクスの運動は、ウオーキングだけではありません。テニス、水泳、

スキーなどでもエアロビクス的にやればよいのです。たとえば、水泳ではゆっくり泳いで、時々

心拍数を測って、一分間に 120 拍前後を目安にします。150 拍では、ちょっときついから少し落

そう。このように考えていただけばよいのです。

ウオーキングを勧めたい理由は、この表にあります。これは、日本人がどういうスポーツに参

加しているかの統計です。この縦の欄には、ウオーキングとかボーリングとか、体操、ゴルフ、

スキーなどの種目があります。横の欄は年齢です。20 代はボーリングが一番多い。それからスキ

ーなどです。ウオーキングは３番目ぐらい。そして水泳などです。全体でみると、40 歳以上はウ

オーキングが断トツに多いことが分かります。

最近政府が示した、20 歳以上のスポーツ参加の統計によりますと、ウオーキングが約 40％で

圧倒的に多いことが分かります。私はウオーキングが国民の中に広まっていることに注目し、健

康づくりの重要なポイントだと思っています。

ウオーキングは、費用が余りかかりませんし、体力や運動技術に関係なく多くの人々が参加で

きます。どういうウオーキングがより健康に効果的か、どうすれば活動を広げることができるか、

仲間が増えていくのか、継続できるかなど研究・検証していく必要があると思っています。

ウオーキングと身体機能への効果

ウオーキングの効果についての検証が必要ですが、まず身体に対する効果と精神的な効果があ

ります。今まで話したように、呼吸循環器系への有酸素的な運動効果がまず挙げられます。筋力

に関しては、歩行運動に関係する筋肉あるいは、姿勢保持の筋肉に効果があると考えられます。

それから骨の強化にも関係します。階段の上がり降りで、骨に十分な圧力刺激を与えることが

できます。私がウオーキングの仲間にお勧めしているのは、お相撲さんの「シコ」です。ウオー

キングの準備運動の際に４、５回ずつやります。骨は、直接圧力を縦方向にかけなければ強化で

きません。だいたい体重の 1.5 倍以上の力をかけることが必要とされています。そろりそろりと

歩いていたのでは、1.2 倍ぐらいですから、少し足りないですね。ですから、さっさと歩くなど意

識的に工夫すると骨の強化に貢献できると考えられます。

病気の予防に関しては、生活習慣病に注目です。肥満、糖尿病、高脂血症など大きな問題とな

っています。糖尿病は、患者の数が増えているといわれます。この病気が進行すると、人工透析

が必要となる。そうすると、患者さんの費用も大変となります。それを防ぐためにも、やはり予

防となる健康づくりが重要だとも思います。運動だけで解決する問題ではないとしても、運動不

足の問題が、医療現場からもよく指摘されています。運動の仕方や運動の効果について、お互い

に知識を共有して、励まし合って継続して実行していただきたいと思います。

精神的な効果としては、ストレスの解消、疲労回復は期待できます。さらに、もう一つ、先ほ

ど言いましたコミュニティーの仲間づくりへの貢献も大変大事だと思います。
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転倒予防の原理:ステップ戦略 注３）

転倒しないための対策がいろいろあります。バリアフリーもその一つです。段差を無くすこと

は重要です。しかし、世の中のすべての段差を無くすることは不可能でしょう。そこで別の視点

からの取り組みが必要です。その一つに、歩行能力やバランス機能を高めることの重要性を強調

したい考えです。

私は、ヒトの転倒の原因について調べています。そのための実験装置を考案しました。その装

置は、立っている被験者に対して、水平方向に台を急に移動して、わざと姿勢を乱す装置です。

姿勢の乱れの特徴から、ヒトが転倒する仕組みを調べたかったのです。その原理がわかれば、転

倒しないための方法がわかるのではないかと考えました。この装置は、「人体移動装置」と名前を

付けました。

台の移動に伴う筋肉の活動を調べたところ、台の移動とほぼ同時に、足関節の運動に関与する、

前脛骨筋とその後ろにある腓腹筋が、ほぼ同時に興奮することがわかりました。このために足関

節の運動は固定され、一時的に動かない状態になります。膝の関節や、股関節も一時的にこのよ

うな状態になるのですが、0.1 秒程度ですぐに解放され、どちらかの足を移動させて転倒を免れる

ことができます。ところが、高齢者ではその時間が長く、なかなか足が出なくてもつれてしまい、

転倒しやすいことが分かってきました。

現在、私の研究室に高齢者の方に来ていただいて、たくさんデータを分析しています。これは、

高齢者の筋電図と若者の比較です。若者は、同様の移動刺激に対して、筋電図の活動そのものが

少ないことがわかります。身体重心の移動量が少ないからです。要するに姿勢制御が良く、乱れ

が少ないのです。こちらは、80 歳代の高齢者の資料です。このように、筋電図の活動も大きく、

身体重心位置の移動も大きくなっています。足関節固定となる前脛骨筋と腓腹筋の活動が同時に

長く続いていることがわかります。

この関節固定は本来、急な姿勢変化が外部から与えられたときに、一時的にその姿勢を保持す

るために体の裏と表の筋肉が同時に興奮して、反射的に身体を硬直させ、倒れないようにするた

めの仕組みと考えられます。しかし、その直後に随意的にキャンセルできなければ転倒の原因に

なると理解できます。

そこで、訓練方法を考えました。名前は、ステップ戦略（ステップ・ストラテジー）注３）によ

る訓練方法です。その原理は、台移動直後にいち早く、ぱっと足を前または後ろに随意的に出す

訓練です。自分自身で移動のスイッチを入れば、脳神経の回路を通して、姿勢調整の学習ができ

るのでより効果的となります。

もう一つの方法は、手軽にできる体操です。オリジナルのウオーキング体操というのを作りま

した。その中から選んでバランス訓練の体操を紹介しましょう。これは「Ｖステップ」と言いま

す。V の字を描くように左右の足でステップします。両足をそろえた位置から右足、左足を順に

前に出してＶの文字でステップします。次にその順番で元の位置に戻ります。慣れてきたら左右

の腕をそれぞれ足のステップする側の腕をしっかり伸ばして手と足の協応動作の訓練をします。

次の体操の「Ａステップ」は、後方への移動を伴うステップです。

ウオーキングで歩きながらバランスを取る方法もあります。歩くときのバリエーションを工夫

します。大股で歩く。わざとゆっくり歩く。障害物を歩く。一本の線の上を外さないように歩く。

横に歩く。後ろ向きに歩く。普段使わない歩行の筋肉を使ってみましょう。
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注 3)：バランスを保持するための戦略は、その強さの程度に応じて、一般的に 3 つの戦略（ストラテジー）に分

けられます。外部からの刺激が小さい場合、足関節だけで調節します（アンクル・ストラテジー）。外部からの刺

激が大きい場合、股関節で調節します（ヒップ・ストラテジー）。さらに大きな刺激の場合に対しては、足を移動

させて支持面を拡大して調節します（ステップ・ストラテジー）。

ウオーキングはどこで？

歩く場所も大事なことです。私の住んでいる東広島市の例を紹介したいと思います。東広島で

は、ウオーキングを中心とした健康講座を開いています。東広島市「生きがい健康体育大学」と

言います（東広島市教育文化振興事業団、福祉保健部、生涯学習部などが関係しています）。12

年前からスタートして、今年で 13 回生を迎えています。受講料は一人 1 万円で、10 回の講習が

あります。メディカルチェックと体力測定を最初に行って、ウオーキング教室、救急法、料理教

室、ニュースポーツなどを学習します。卒業時には、卒業証書と共に、「東広島市コミュニティー

健康運動パートナー」の認定資格が授与されます。健康づくりの地域リーダーの育成が目的です。

ウオーキング大会のイベントなどに参加していただくボランティアが、少しずつ増えてきていま

す。

ウオーキングコースは、東広島市内の小学校区、35 か所すべてに設定し、コースの看板を小学

校前に設置しています。JR 西条駅から広島大学までの道路は、「ブールバール」と呼びますが、

そこには、セラミックで郷土の歴史・史跡などの写真をプレートにしてウオーキングコースの案

内にしています。広島大学の中にもモデルコースを作っています。市の体育館周辺、鏡山公園内

にもウオーキングコースとウオーキングの生理学的効果などを図示した看板が設置されています。

ウオーキングは、どこでもできる運動ですが、安全で気持ちの良いコースをご近所で見つけて、

「マイコース」を楽しむとよいでしょう。

広島県内の各地で、ウオーキング大会が開催されるようになりました。そのような大会に参加

して、ご自分のウオーキング継続の成果を試すのも良いでしょう。大きな大会では、有益な情報

が得られるチャンスでもあります。

広島県の協会としましては、「ピースウオークひろしまツーデー」を毎年開催しています。今年

は、11 月 26 日、27 日の２日間です。最初の日は宮島、それから２日目には市内、川沿いをずっ

と歩くコースです。全国からの参加者の目標は 1,000 人程度を考えています。

たくさんの方に来ていただき、もっと広島のよさを全国にも伝えていきたいと考えています。

そして、健康づくりの同士を全国に作っていければと思っています。

３日坊主にならない工夫

これも東広島市の例ですが、地域のあるグループから依頼されて、４種類ほどのオリジナル体

操を作りました。そのうちの一つを紹介しましょう。これは、ボールを使って行います。一人で

行うときは、「北国の春」の曲に合わせます。ペアで行うときは、「３６５歩のマーチ」に合わせ

て行います。やはりペアや集団でやると共同作業になるので別の面白さが加わるようです。それ

から、地域でのこのようなお祭りの場で発表するために、みんなで練習するわけですね。１週間

に２回ほど、毎週されています。最初には練習の時に出かけて行って、指導者の活動を見守って

いましたが、今では自分たちで５年間も継続していらっしゃる。これはすごく大事な例だと思い

ます。
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このグループの名前は「健康づくり・踊りの会」と言います。オリジナルの振り付けでそれぞ

れの曲に合わせて集団で行いますが、準備運動を含めて、30 分程度ですが、楽しく続いています。

継続の秘訣は、地域の方が集団で楽しめること、運動プログラムの内容が高度で、それなりの練

習を必要とすること。発表の場があり集団での練習が必要であること。運動強度が適切であるこ

となどが考えられます。

このような活動が、広島県内に広がるきっかけになればと思っております。４カ月ほど経過後

の体力テストの結果では、バランス能力が良くなっていました。それから、もう一つメンタルな

面ですが、精神的な安定性の項目で評価が高くなりました。継続は力といいますが、何かのきっ

かけを大事にして健康に結びつく活動を継続して楽しくやっていただくことが大事であると思い

ます。

体操実技指導

長い時間座っていらしたので、最後に簡単にできる体操をご紹介しましょう。

① 手の甲をさすります。これは末梢から、先端から上部に、こういうふうにさすってくださ

い。

② 今度は手のひらを、指で押していきます。反対の手もゆっくりお願いします。今度は、親

指以外の指をまとめてストレッチします。できれば肘を伸ばして、手のひらを上にして、

反対の手で手前に引いてストレッチです。はい、反対。

③ 両手の指を組んで、手のひらを上に突き上げます。両肘伸ばしたままストレッチです。そ

れから、そのままゆっくりと後ろ方向に伸ばします。そしてゆっくり左右に倒します。最

後にぐっと前に伸ばします。はい、結構です。

④ 両肩を中心に左右の肘を曲げたまま、肩で腕を回します。この時に、肩胛骨を意識的にし

っかり縮めたり、グッと広げたりの意識で行います。前から後ろに肩を中心に、ひじで円

を描いてください。今度は反対に、後ろから前にこうですね。ゆっくり大きく円を描きま

す。はい、結構です。

⑤ 頸をゆっくり回します。今度は、頸を正面からゆっくり左に向けます。今度は右に向けま

す。体を動かさないように、頸だけをしっかり回します。はい、結構です。

⑥ 次は、目の体操です。自分の指を近くで見ます。次に遠くを見ます。部屋の中では遠くは

見えないので、外に出たときにやってみてください。

⑦ 指を前方で左右に指を立てます。間隔は、なるべく広くしましょう。頭を動かさず左右を

10 回程度交互に見ましょう。次に、上下でも同様のことを行います。眼球運動の訓練です。

動体視力に効果が期待できます。最近はワープロなどで目が疲れます。大切にケアしたい

ものです。

⑧ 「あえいうえおあお」、「かけきくけこかこ」など日本語の基本を大きい声を出して、変化

させながら発声してみましょう。できれば、おなかに手をあてて、「あえいうえおあお」と

いうふうに、大きい声でやっていただくと、いつまでも張りのある声で会話ができ、お元

気でいられると思います。

まとめ
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本日は、トレーニングの話をさせていただきました。安全で効果的なトレーニングは、決して

強い運動をするのではないことを強調させていただきました。軽い運動でも回数を増やせば効果

があることが、運動生理学で確かめられています。ぜひこのような考え方を生活の中に取り入れ

ていただけたらと思います。

そして、全身運動でお勧めの運動は、「エアロビクス」の運動です。その具体例としてウオーキ

ングがあります。ウオーキングは、できれば歩幅を広くして歩くことです。ウオーキングは、工

夫次第で効果が違います。ぜひ本日の話を参考にして歩いてみてください。

そして、ご家庭なり、ご近所の方、地域の方とも一緒に歩いていただければ、日本の医療費も

多少は減って、元気づくりに貢献できるのではと思っています。

ご清聴、ありがとうございました。

○司会 渡部先生、どうもありがとうございました。

せっかくの機会ですので、ここでご質問を受けたいと思います。どなたかございませんか。

○会場１ 今日はありがとうございました。先ほど先生のフルスクワットの実演を拝見したので

すが、最後の伸び上がるところで普通とは違っていたように拝見しました。あれは何か特別なこ

とがあるのでしょうか。

○渡部 フルスクワットで最後にかかとを上げて伸び上がる方法を紹介しました。これは、しっ

かりと伸びあがることで、下腿の筋肉を鍛えることと、バランス機能を向上させる狙いがありま

す（図 6）。

図 6 スクワット運動

○会場１ つま先で立つのですか。

○渡部 そうです、つま先でしっかり立ちます。これは、ウエイトを持った場合でも同じです。

これによって、足のアーチが鍛えられ、ジャンプ力が付きます。これが重要です。少し不安定な

条件での練習は、体の安定性のトレーニングに役立ちます。

○会場１ ありがとうございました。

○司会 そのほかには、はい。
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○会場２ 生活習慣病にしましても、要するにわれわれは年齢以上の栄養を採りすぎているとい

うことではないのでしょうか。

○渡部 いや、必ずしもそうではないと思います。

○会場２ そうではないのですか。食べ過ぎではないのですか。

○渡部 相対的に、食べ過ぎはあると思いますが、基本的には運動不足と考えています。これを

食べるなというのは現実に非常に難しいことですね。食べる種類を考える必要があると思います。

食物繊維を多くするなどバランスを工夫することが大事です。同じカロリーを摂っても意味が違

います。体への栄養バランスが重要です。だから、単なるカロリーの問題ばかりではないのです

ね。おっしゃるように、原理的にはたくさんカロリーを摂れば太る。しかし、摂る栄養の質が考

えるべきです。合わせて運動のことも考えてほしいということです。

○会場２ 普通の生活をしている程度では普通のカロリーを採ればいいんですよね。普通の生活

をしていて、特に運動をしなくても。

○渡部 運動しなくても、というのは間違いです。それはなぜかというと、もともと人間は、運

動して正解なのです。中・高齢者は、運動しなくなると筋肉が萎縮していきます。若いときには

あまり感じませんが、運動をしなければ年齢とともに体力は速く低下します。気が付かないうち

にだんだん筋肉が細り硬直していきます。だから、運動しなければいけないのです。現代人は、

車とか何でも便利になっていますから、運動しなくていいし、肉体労働も少なくなりました。つ

いついそれに慣れてしまう。人間の体というのは、本来は動いて大正解なのです。

○会場２ ということは、普通の生活で運動しなくなったと。

○渡部 そうですね。昔、私の母は農作業の時、自転車に乗らないで、5 キロほどの道を必ず歩

いて行き来していたことを思い出します。ああいう時代がある意味、正解ではないでしょうか。

今は、多くの人は、そういう生活ではなくなりました。ですから、逆にスポーツとか運動を意識

して、自分から積極的にやらなければならないのではと思っています。

○司会 ということで、できるだけ日常生活に運動を取り入れてみようと。

最後にもう一問。

○会場３ 私は山登りに月に数回行っているのですが、トレーニングのやり方が悪いのか、いく

ら歩いてもしんどいのです。もっと楽に歩く方法がないものかなと。

一度、トレーニングは、あまり厳しいトレーニングではなくて、低い山を毎日上がったら楽に

なるよと聞いたことがあります。今の先生のお話を聞いても、そのとおりかなと思うのですが。
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○渡部 山登りでは、どのぐらいの山に登られているのですか。

○会場３ いろいろ登っています。かなりの高い山（録音不明）にも行きますが、途中でやめて

帰ることもありますし。

○渡部 やはりご自分の体力に応じて、（無理と感じれば）途中で引き返す、それは大正解です。

山登りを生活の中に取り入れることは素晴らしいことです。たとえ低い山でも、すごくいいと思

います。先日、私も広大の近くの 300 メートル程度山（二神山）に、みんなでウオーキングを兼

ねて登りました。皆さん、60 歳、70 歳代の方が多くいましたが、楽しみながら全員無事に登っ

て帰ることができました。けれども、もう少し高い所に行くためには、先ほど言った、スクワッ

トなどでしっかりと体力をつければ、十分クリアできると思います。山登りは、ご自分の体力に

応じて、ぜひ続けてください。

○司会 どうもありがとうございました。

それでは最後に、本日、お忙しい中、ご講演していただきました先生に、拍手をもってお礼と

させていただきたいと思います。

先生、どうもありがとうございました。

（拍手）

○司会 どうもありがとうございました。

（終了）


