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挨	 拶	 

	 日本国小児の発育発達傾向は,	 この 10 年間あまり大きく変動していないことが多くのマスメディアを

通して報道されています.	 このような報道は,	 以下のような事実に基づいてなされています.	 わが国には,	 

1900 年（明治 35 年）以降,	 青少年の身長や体重を国家プロジェクトとして計測し続けた貴重な資料が存

在しています.	 また,	 東京オリンピックを契機に,	 1964年から現在に至るまで毎年,	 体力・運動能力の測

定結果が報告されています（10 年前,	 1999 年から新体力テストに変更;	 1998 年試行）.	 これらのデータ

に基づいて,	 発育については 100年間の,	 体力運動能力については 45年間の平均値の変化から,	 「身長や

体重があ々なった」,「運動能力がこうなった」と,	 喧しく報道されてきました.	 しかし,	 現在の生活環境

は,	 100年前の環境とは全く異なっていますし,	 例え 45年前であっても現在の環境とは大きく異なります.	 

そんな昔の子ども達と現代の子ども達の平均値を比較しても,	 それほど大きな意義はなさそうに思えます.	 

恐らく,	 現代っ子は,	 自分達の現在の生活環境に適応した体格や運動能力を維持しているのだと考えられ

ますし,	 昔の子はその時代の生活環境に適応した optimal な体格や運動能力をもっていたのだと考えられ

ます.	 極端なことを云いますと,	 昔の子は,	 その生活に適応するための体格と体力・運動能力をもってい

たし,	 今の子は,	 現在の生活に適応できる体格と体力・運動能力を持っているのです.	 だとすると,	 何も

ことさら「平均値が高くないといけない」とか,	 「平均値は高いほど良い」などと騒ぐ必要もないように

考えられます.	 つまり,	 現在の日本国小児の体力・運動能力が高かろうと,	 低かろうと,	 それは今の生活

環境に fitしている状態なのです.	 	 

	 日本には,	 「十年一昔」という言葉があります.	 そこで,	 この 10 年間の日本国における環境の変容がそ

れ程大きくないという前提で,	 わが国日本国小児の発育と発達の変異を独自の approachで分析してみまし
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たので,	 東アジアから参加された皆さんに,	 その結果を報告して討論できたら幸いだと考えております.	 	 

	 本報告は,	 1996年と 2007年のわが国における国家的データに基づいて,	 身長・体重・BMI・体脂肪量な

どの発育傾向を比較し,	 また体力と運動能力の測定結果の比較から,	 この 10 年間におけるわが国青少年

の発育・発達傾向を分析しております.	 	 

	 これらの分析結果から,	 昨年 2008 年の後半に報道されました「肥満傾向児の減少」「体力の下げ止まり

感」「体力の向上に弾みをつけようとする国策」についての私見を述べてみたいと考えております.	 	 

 

	 これは, 平安時代末期（1180 年前後）に後白河法皇によって編集された歌謡集である「梁塵秘抄」の巻

第二	 四句神歌にある子どもを詠んだ詩です.  

 

	 大意は, 「子どもは遊ぶために生まれてきたのだろうか. 戯れるために生まれてきたのだろうか. 遊んで

いる子どもの声を聴いていると, 感動のために私の身体さえも動いてしまう」ということです. 子ども達が

純真に遊ぶ心を忘れずに, 健やかに育って欲しいと願う気持ちがこもっていて, 何時の時代も, 大人が子

ども達を思う心に違いはないようです.  

	 これは, 2004 年に開催されました第 2 回日本発育発達学会のシンポジウムで私が想定しました昔の子の
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体格分布と 1990年（平成 2年）当時の子ども達の体格分布を想定して比較したものです.  

 

	 今の子の体格の平均値は, 明らかに大きくなっているのですから, 今の子の中央値は昔の子の中央値よ

り右へシフトしています. 昔の子の分布パターンは左右の広がりが小さくまとまった形ですが, 今の子の

分布パターンは, 左右のすそ野が延びた幅広い形に変化しています. しかし, このような分布パターンへ

の変化は, 平均値そのものが肥満傾向や痩せ傾向が増えたことを示しているのではありません. 昔見られ

なかった左右の極に近い子が増えてきたことを示しているのです. これは, 決して肥満と痩せに二極化し

た分布に変化したことを表しているのではありません. つまり, 平均値が昔より大きくなり, 中央値が右

へシフトしたため, どちらかというと痩せ傾向の子どもより肥満傾向の子どもが目立つようになったのだ

と思われます.  

	 ところが, 2008年 12月 12日の朝刊に, 「肥満傾向」の子どもが減少しているという文科省の調査結果が

報道されました.  

 

	 この学校保健統計調査報告書によりますと, 身長別標準体重の 20%以上である「肥満傾向」の子どもが

減少していると報告しています. この報告は約 70万人以上の身長と体重から計算式によって算出されてお
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り, 同様の調査を始めた 2006年以降「肥満傾向」の子どもの比率は減ってきているとしています.  

	 以下の 2つの図は, 身長と体重の 1996年と 2007年における年齢別平均値を男女別に比較しています. ま

た, 同一個体の縦断的データではありませんが, 1996年に 6歳ということは 2007年に 17歳ですので, それ

ぞれの年度に該当する年齢別の平均値も左上から右下へと記入しておきました.  

 

 

	 この 6歳から 17歳は, 日本でいう小学 1年生から高校 3年生に該当します. 身長の年齢別平均値におけ

るこの 11年間の差を見てみます. 男子の違いは-0.1cm ~ +0.4cmの範囲内にあり, 12歳の平均値の差が若

干大きいようですが他の年齢では殆ど 0.1 – 0.2cm の違いしかありません. 女子では全年齢で-0.1cm ~ 

+0.1cm の範囲内という非常に小さな違いしかみられません. 下の表で体重を同様に見ますと身長とは異

なった傾向が見られます. 体重における, 11 年間の平均値の差は, 男子で-0.4kg ~ +0.6kg の範囲に, 女子

では-0.6kg ~ +0.3kgの範囲内にあります. しかも, 男女共通して6歳から15歳までの体重の平均値は2007

年の平均値の方が 1996年より小さく, 2007年の平均値の方が大きいのは男子の 16歳と 17歳, 女子の 17歳

だけです.  

	 このように, 環境の変容がそれ程大きくないここ 10年間における日本人小児の身長と体重の年齢別平均
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値は, 身長では殆ど差が見られず, 体重ではむしろ近年の小児の方が小さな平均値を示しています. しか

し, 思春期後半に該当する 16, 17歳頃の body sizeは, 今の子の方が若干大きい傾向にあります.  

	 次の 2図は, 上の 2つの表にある左上から右下に表示した, 所謂 1996年に 6歳であった cohortを 17歳に

なった 2007年まで連続させて平均値を図示した growth curveです. 各年度の年齢別平均値も小さな黒いド

ットで示しておりますが殆ど差はありません.  

 

 

	 身長と体重の発育曲線にみられる男女の平均値にみられる逆転現象, つまり, 発育交差現象をみますと, 

身長は 9歳に始まり, 12歳で終わるようです. 体重の交差現象はさほど顕著ではありませんが, 10歳に始ま

り 12 歳で終わるようです. 従って, 身長の交差現象は体重より 1 年早く始まりますが, 交差現象の終了は

身長, 体重共に同じ時期のようで, 交差現象の大きさは身長の方が体重より大きいと云えます.  

	 次の 2 図は, 同じく 1996 年に 6 歳であった cohort の 17 歳までの年間発育量を図示した発育測度曲線

（velocity curve）です.  
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	 上図の身長発育速度ピーク（Peak Height Velocity; PHV）の年齢をみますと, 現在の日本人幼児の PHVは, 

男子で 11-12歳にみられ 7.5cm/yrで, 女子の PHVは, 9-10歳と 10-11歳にみられ 6.8cmで, この 10年間に

大きな違いはみられません. 下図は, 体重の発育速度ピーク（Peak Weight Velocity; PWV）です. 男女とも, 

PHVと同時期に PWVもみられ, 男子 11-12歳で 5.7kg, 女子 10-11歳で 5.2kgで, PWVもこの 10年間では

大きく変化していません.  

	 これらの結果は, 現在の日本人小児の発育が, 発育量の点でも発育速度の点でも, ここ 10 年間では大き

く変わっていないことを示しています.  

	 そこで, 身長と体重の分布がどのようになっているかを検討してみました. 下の 2図は, 2007年（平成 19

年度）の文部科学省「学校保健統計調査報告書」にある身長 1cm 間隔, 体重 1kg 間隔ごとの人数分布を用

いて, 身長 3cm刻み, 体重 3kg刻みで集計した男子 6, 12, 13, 17歳, 女子 6, 11, 12, 17歳の人数分布を示して

います.  

	 身長の分布は, 男女とも左右均等で非常に綺麗な正規分布型を示しました. 男女とも 6-11 歳までの小学

生期には年齢の進行と共にそのピーク値が低下し, 左右へ広がる分布に移行しますが, 12 歳の中学生期に
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入ると, 再びピーク値が上昇してまとまった分布に収斂するようです.  

 

	 体重の分布パターンも身長と同様の年齢推移を示しますが, 身長の分布パターンと決定的に異なるのは, 

ピーク値の低下が右方向, 即ち体重の重い方へ大きく引っ張られた結果の分布パターンとなっていること

です.  

 

	 これらのことから, 日本人 6歳から 17歳まで（小学生から高校生まで）の形態発育をその分布パターン

からみると, 6-7 歳を中心にした年齢期のからだには個体差が小さく, この集団は非常にまとまった body 

sizeにあり, その後, 年齢の進行と共に分布幅が広まり個体差も出てきます. しかし, 中学に入る 12歳頃か

ら再び身長はまとまった分布へと変移していきますが, 体重の分布は 12歳以降も年齢変化を示さず, 体重

の重い方向への広がりを示します.  

	 次に, このような分布が 10年前の分布とどのように異なるかを 6歳・12歳・13歳・17歳の分布で比較

してみました. 身長と体重共に, 10年前の分布パターンと全く同じで, 4年齢の分布に 10年間の違いはみら

れません. また, 身長の分布パターンがまとまった正規分布に近い形であるのに対して, 体重の分布が右

方向, 即ち, 体重の重い方へ広がる分布パターンを示すことは 10年前と同じです.  
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	 また, 以下の方法を用いて, 身長と体重の%ile 別に, ここ 10 年間の発育の様子を比較しました. この方

法は, Mean-difference plots法（M-dプロット法）と云って, 1996年と 2007年の 6歳から 17歳までの身長と

体重の 5%ileから 95%ileまでの%ile値を求め, %ile別に, この 10年間における身長と体重の差を比較して

います. 先ず, 1996年と 2007年の同一%ileにおける身長や体重の平均値を X軸に, Y軸にはその 2つの平

均値の差を 5 %ileから 95%ileまでプロットし, それを曲線として描きます. 例えば, 同一%tile 値の平均値

が同じであれば, Y=0の線上にプロットされます. 一方, 同一%ile値でも 2007年の平均値が高い場合, つ

まり, 差がプラスの場合, Y=0の線より上方向へ離れていきます.  

	 上図の身長は, 16歳が特異な曲線を示しますが, 12歳と 13歳を除いて, 6 – 11歳までと 14, 15, 17歳では

男女とも曲線がY=0の線上近くにあり, 同一%ileであれば, この 10年間ではほぼ同じような身長を示して

いることになります. 下図は体重の比較ですが, 体重も身長と同様に 6 歳から 11 歳までは, 男女とも Y=0

のほぼ線上にあり, どの%ileもこの 10年間では大きな体重差を示していません. しかし, 13歳から 17歳ま
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では, %ileが高くなるほど, つまり, 体重が大きくなるほど 2007年の体重の方が極端に重くなっています. 

このことは, この年齢期では 10年前より過体重者の体重が更に大型化していることを示唆しています.  

 

 

	 次に, allometry（相対成長）と云う方法で性成熟を 1996年と 2007年で比較しました.  
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	 この図は, 1996年と 2007年における 6歳から 17歳までの身長の平均値を対数値に変換して X-軸に, 体

重の平均値を対数値に変換して Y-軸にとり, 3 点以上の直線性を確認してそれぞれの回帰直線を引いたも

のです. 上が男児, 下が女児の身長と体重の相対成長曲線です. 1996年を黒, 2007年を赤のドットで示して

います. 男女児とも後半に直線の勾配が大きく変移する交点が認められます. この交点即ち変移点は, 

critical pointと呼ばれ男児では身長 165.4cm, 体重 54.7kgに, 女児では身長 153.4cm, 体重 44.3kgにみられま

す. つまり, 男女ともこの critical pointを境にして今までの身長と体重の相対的な発育速度に変化がみられ, 

critical point以降, 今までより体重の相対的な発育速度が高まっています. この傾向は, この 10年間で変化

していません.  

	 この critical pointは, 節足動物の脱皮, サル類の生殖行動, 人間女子の初潮年齢と密接に関連することが

明らかにされており, 性成熟の指標として使うことができます. 即ち, 1996年と 2007年の critical pointに大

きな違いがないということは, この 10年間における性成熟に大きな変化は生じていないことになります.  

	 ここまでは, 1996年から 2007年までの 10年間における日本国小児の身長と体重を中心とした形態発育

の変化を「平均値」と「分布パターン」, 及び「性成熟」の観点から検討してきました. 冒頭にも示したこ

の図は, 2004年に開催された第 2回日本発育発達学会のシンポジウムで、私が 1990年当時の日本人小児の

体格の分布パターンをそれ以前の小児のパターンと比較して simulationしたものです.  
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	 しかし, この simulationは, 上述した 1996年と 2007年の 10年間の変化から, 下図のように修正する必要

があるように思われます. 凡例にある 2006年は 2007年の間違いです. 修正すべき点は, 体格の平均値には

この10年間に差が見られないこと, 分布の型には殆ど10年間に大きな変化はみられないが, やや過体重傾

向小児が 10年前より多くみられ, 痩せ傾向小児には変化が見られないことです. これらの点を修正します

と, この図のような分布に simulationされます.  

	 次は, 身長や体重といった形態を構成する身体組成の 10 年間における変化がどうかということです. し

かし, 日本には小児の身体組成に関する全国的な平均値は存在しません. そこで, 1900年（明治 33年）以

降 100 年以上にわたって現在まで存在している身長と体重の全国平均値を使って身体組成が推定できない

か, 試みてみました. 先ず, これらの身長と体重から算出される Body Mass Index (BMI)を身体組成の推定

に利用できないかを検討しました. 下の図は, 1996年と 2007年の 6歳から 17歳までの身長と体重の平均値

から算出した BMI値を, 男女とも 1996年値を黒細線で, 2007年値は男児青細線と女児赤細線で示していま

す. 図中の太い青いドット(男児)と赤いドット（女児）は, 1996年に 6歳, 1997年に 7歳, ・・・・2006年

に 16歳, 2007年に 17歳の cohortにおける平均値から算出した BMIです.  

 

	 各年齢別の平均値を 1996年と 2007年を比較しますと, 若干ではありますが 2007年のBMI値の方が小さ

いことがわかります. BMIは, 体重を身長の自乗（m2）で除した値です. 従って, BMI値は, 身長の自乗, 即

ち body sizeの影響を調整した身体の重量, 体重を意味しています. つまり, 現在の小児は 10年前の小児よ

り身長の影響を除去すると, 体重が軽いと云うことになります. 次に, BMIと身体組成の関係を検討してみ

ました.  

	 BMIは, 体重を身長の自乗で除した式；BMI=体重, kg / 身長, m2で求められます. この体重は, 身体組成

である除脂肪量（Fat-Free Mass, kg）と体脂肪量（Fat Mass, kg）の和ですから体重=FFM, kg + FM, kgとな

ります. 従って, BMI は, FFM と FM それぞれを身長の自乗で除した和を身長の自乗で除した BMI = 

(FFM,kg /Height2, m2+FM,kg / Height2, m2) / Height, m2という式に置き換えることができます. ここで, FFM

を身長の自乗で除した指数を除脂肪量指数 Fat-Free Mass Index; FFMI, FMを身長の自乗で除した指数を体 
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脂肪量指数 Fat Mass Index; FMIと呼びます. 従って, BMIは身体組成要素であるFFMIとFMIの和, つまり, 

BMI = FFMI + FMIとして表すことができます. そこで, BMIと身体組成指数である FFMIと FMIがどのよ

うな関連にあるかを, 次に検討しました. もし, それらに強い関連があるとすると, BMIを用いた身体組成

の推定式が作成できないかという試みです.  

 

	 この表は, 3-5歳の男児 181人と女児 221人, 及び 6-8歳の男児 156人と女児 194人の BMI値と体重及び

impedance法によって推定した身体組成値との相関係数を示しています. BMIは, 男女とも体重と高い相関

を示すことは当然ですが, body sizeの影響を調整した身体組成である FFMIや FMIともかなり高い相関係

数（p<0.001）を示しています. このように, BMIが身体組成指数である FFMI及び FMIと高い相関係数を

示すことから, 3歳から 8歳までの全被験者を対象に FMIと BMIの回帰式を男女別に求めてみました.  
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	 その結果, 上段に小さく記述したような回帰式が得られました. そこで, これらの回帰式から体脂肪量

FM, kg を推定する式を作成するため, 回帰式の両辺に身長の自乗（H2）を掛けて, 下段に記述した男女別

の体脂肪量, kg推定式を得ました. 次に, この式によって求められた FMを体重から減じますと, 除脂肪量

FFMを得ることができます. しかし, この式の妥当性はまだ検証していません.  

	 この式を用いて, 1996年と 2007年の身長, 体重の年齢別平均値から BMIを算出し, その BMIを用いて

FMを推定して, この 10年間における日本人小児の体脂肪量を比較してみました.  

 
	 2007年の値は, 男児青細線, 女児赤細線で示し, 1996年の値は男女とも黒細線で示しています. 太いドッ

トは男女とも 1996年に 6歳であった cohortの 17歳までの値です. 男児の体脂肪量はこの 10年間, 殆ど変

化が見られないようですが, 女児の体脂肪量は全ての年齢で若干ではありますが 10年前の平均値より低い

傾向にあります. このことは, 冒頭に述べました「文科省報告」の新聞報道にある“「肥満傾向」の子ども

が減少している”ことを裏づける一つの資料なのかも知れません.  

	 最後は, 日本人小児の体力・運動能力の現状です. 日本には 1964 年から国策として続けられている体

力・運動能力テストと云うのがあります. このテストは, 測定項目の一部を変更して 1999 年に新体力テス

トとして改正され実施されています（データは 1998年の試行時からある）. 測定項目の一部変更に伴って

項目によっては過去のデータとの比較が不可能になりました. 測定項目見直しの背景には, 国民の体位の

変化が測定項目の妥当性や安全性, 及び評価基準などの見直しを必要としていること等があるようです. 

測定項目の見直しの基本的な concept は, 測定項目として妥当性をもつ項目は継続し, 可能な限り過去 30

年間に蓄積されたデータが生かせるように配慮することであったようです. また, 2003 年から実施された

完全学校 5 日制の中で, 測定に要する時間的負担の軽減が配慮され, 妥当性に欠けると指摘されている項

目が削除されています. 過去に実施されていたスポーツテスト（10歳 – 29歳対象）は, 7項目の運動能力

テストと 7 項目の体力診断テストから構成されていましたが, 新体力テストは, 6 歳から 11 歳までの「握

力」・「上体起こし」・「長座体前屈」・「反復横跳び」・「20mシャトルラン」・「50m走」・「立ち幅跳び」・ソフ

トボール投げ」と 12 歳から 19 歳までの「握力」・「上体起こし」・「長座体前屈」・「反復横跳び」・「持久走

1500m, 1000mか 20mシャトルラン」・「50m走」・「立ち幅跳び」・「ハンドボール投げ」に変更されました. 新
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体力テストには, 20 – 64歳対象と 65 – 79歳対象のものもありますが, ここでは省略します.  

	 これは, 2008年の新体力テスト結果からみた日本人小児の体力・運動能力の現状に関する新聞報道です.  

 

	 この報道は, 運動能力がピークにあった 1985 年（約 20 年前）以降, 測定値の低下が続いていた. 特に, 

走・跳・投といった基礎的な運動能力が低下していましたが, この 10年間ではそれらの平均値の低下傾向

がストップしたと報じています. この 10 年間では, 中学生男子を中心に, 筋持久力を示す「上体起こし」

が向上傾向にあり, 走（50m走）や投（ハンドボール投げ）は平均値が横ばい状態にあると報じています.  

	 そこで, 6 – 11歳と 12 – 17歳における 1998年と 2007年の新体力テスト 7項目の年齢別平均値を測定項

目別にプロットして比較してみました.  

 

	 一番上の 20m シャトルランの図における単位が秒 sec になっていますが, これは「折り返しの回数」の

間違いです. この 20ｍシャトルランでは, 男女とも 2007 年の平均値が低く, 特に中学生時期の平均値は

1998 年より明らかに劣っています. 逆に, 上体起こしでは, 近年の平均値が大きく年齢の増大と共に 1998

年との差は大きくなっています. このことは, 前の新聞報道の通りです. 長座体前屈は, この 10 年間の平

均値に殆ど差はありません.  
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	 これは, 「立ち幅跳び」・「握力」・「50m走」・「反復横跳び」の平均値を前の図と同様に比較しています.  

 

	 この図を見ますと, 「立ち幅跳び」・「握力」・「50m走」の平均値は, この 10年間殆ど変化していないこ

とが分かります. しかし, 「反復横跳び」は「上体起こし」と同様に, 2007年の平均値が優れており, 年齢

の増大と共に 1998年の平均値との差は大きくなっています.  

	 これらの分析結果からみると, 近年の日本人小児の体力・運動能力は, 10年前の平均値と比べて, 「全身

持久力」では若干劣っていますが, 「筋持久力」と「調整力」では逆に優れており, 「柔軟性」・「跳躍力」・

「筋力」・「走力」には変化が見られていないと云えます. 

	 この図は, 各測定項目を 10 点満点で評価し, その合計得点で, 体力・運動能力を総合的に評価し, 1998

年と 2007年を比較しています.  

 
	 新体力テストは, 6 – 11歳までの小学生対象のものと 12 – 19歳の中・高校生対象のもでは測定項目が異

なり, 評価得点も異なりますので, 2分割して考察する必要があります. 小学生を対象とした 6歳から 11歳

までの総合得点は, 6歳から 11歳まで直線的に上昇しますが, 1998年と 2007年の間に殆ど差は見られませ

ん. しかし, 12歳から 17歳まででは, 近年の中学生の体力・運動能力の総合得点の方が 10年前の中学生よ

り高く, 優れています. 特に, この傾向は女子に顕著です. この結果は, 運動能力における低下傾向がやや
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停滞期入り, 総合的に体力・運動能力を評価すると, 近年の中学生の能力は若干向上の兆しを見せ始めたと

いう先の新聞報道を裏づけるものでした.  

	 しかし, 日本人小児の体力・運動能力の低下傾向に歯止めがかかったかどうかは, もう暫く, その様子を

見守る必要があるように考えます. 

	 また, このような体力・運動能力の評価は, 単に測定値の比較だけでは performance の比較に過ぎませ

ん. 身体を機能させた結果である performanceがその個体の体格（body size）とどのように関わっているの

か等も重要だと考えます. 例えば, ここ 10年において, 特に中学生のある特定の performanceが優れてき

たと評価する時, 体格或いは身体組成との関係が以前とどのように変わってきたのか等も評価されるべき

です. 今回は, そのことを詳細に分析をすることができなかったため, 考え方や分析法の紹介に留めます. 

この図は, 「反復横跳び」・「20mシャトルラン」・「上体起こし」という 3つの performanceと身長及び体重

という体格との関係を分析例として上げています.  

 

	 今回は, 2007年の男女のデータだけを分析し, 1996年のデータは分析しておりません. 上段に身長との関

係を下段に体重との関係を示しています. つまり, X-軸に体格の年齢別平均値を Y-軸に運動能力の年齢別

平均値をプロットし, 3 点以上が直線としてみなされる場合に直線を引きました. 勿論, この直線が有意な

相関係数を示すことは確認済みです.  

	 このような見方は, 生体の2つの部分xとyとの間に, y = bxαという式が成り立つというHuxleyとTeissier

の allometryという分析法に類似してはいますが, この分析の場合の yは performanceであり, dimension 論

として allometry 式が成り立つことはありません. この観点は, X-軸の体格には変移がなく, Y-軸の

performanceにのみ変移が起こるという前提で評価する相対評価法です.  

	 つまり, 身長が同じである, 或は, 体重が同じである場合の performanceを比較することができる訳です. 

この体格は, 身体組成である体脂肪量や除脂肪量に置き換えて相対評価することもできます. この時, 体

重は同じなのに或る performance では近年の子ども達の方が劣るという結果が見られたとしますと, 近年

の子ども達の体重は, 除脂肪量が少なく体脂肪量が多いために performance が劣ったのではないかという
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推察ができる訳です.  

 
	 以上は, 日本で云う小学生 6歳から高校生 17歳までの小児の発育・発達の現状を文部科学省が公表して

いる平均値を用いて 10 年前の 1996 年と比較して報告しました. 日本国において教育行政を担当する文部

科学省は, 子ども達の体力・運動能力の現状を上記のように捉えて, 以下のような施策を採ろうとしていま

す. 先ず, 文科省は, 「小学生（6歳から 11歳）の体力・運動能力は, この 10年間で向上はしていないが, 低

下が続いたこれまでとは異なりやや停滞傾向にあり, 中学生（12歳から 14歳）と高校生（15歳から 17歳）

の体力は, この 10 年間で向上の兆しが見え始めた」と現状を捉えています. 加えて, この体力・運動能力

の横ばい状態は, 食生活を含む生活習慣の乱れ, また, 学習塾通いの増加等による外遊びの時間と空間の

減少が原因しているのではないかと捉えられています.  

	 そのための施策として, 国が考えているものとして以下の 2つがあります. この施策の基本は, 子ども達

の日常生活に身体活動（スポーツ活動）を多く採り入れる施策です. 具体的な施策の 1つは, 2003年から完

全学校 5 日制を実施し, 体育の時間をこれまでより 10%程度増やすことによって, 身体活動（スポーツ活

動）の時間をこれまでより多く確保することです. 2 つ目は, 国の教育振興基本計画の中に, 外で安全に遊

べるように校庭を芝生化することと, 身近にスポーツを楽しめる拠点として「総合型地域スポーツクラブ」

を育成することを掲げています. さて, これらの施策がどれほどの効果をあげ, 子ども達の発育・発達がど

のように健全化されるのか今後の進展が気になるところです.  

	 しかし, その前にやるべき事がもう一つあるように考えます. それは, 現在の社会状況と環境の中で, 日

本人小児として, 望ましい体力・運動能力のレベルはどの位なのかを, 健全な発育・発達という観点から科

学的なデータに基づいて確立すべきであると考えます. これまでのように, 単に平均値が高いか低いか, 

或いは, 平均値が向上したか, 低下したか, だけで評価するのであれば, 高ければ高いほど良く, 低ければ

低いほど悪いということになります. 子ども達の健全な体力・運動能力とは, 現に生活している社会と環境

に適応した身体的状態を維持していることではないでしょうか？ 

	 これで, 発表は終わりますが, 東アジア諸国から参加された方々に, 日本国小児の発育・発達状況がうま

く伝えられたかどうか不安です. もし、参加者が母国の状況を考える時, 少しでも参考にして頂ければ幸い
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です. 長時間のご静聴に感謝します.  


