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I. 健康について

古代ローマの政治家であり, 思想家であるキケロ（Marcus Tullius Cicero: BC106-BC43）の言葉に

「人々の健康は全ての法にまさる」というのがある. この意味を正しく解釈することは難しいが, 少

なくともここで云う「人々の健康」とは, 身体的に丈夫であることだけでなく, 安全や福祉, 公正さや

快適さなども含むものと解釈される.

1941年, WHOは健康に関する大憲章をまとめている.

この大憲章は, 日本でも“social well-beingを福祉と誤訳”しながらも, 1951年に受諾している. ここ

で は,健康を「単に疾病や虚弱が存在しないだけでなく, 身体的, 精神的, 社会的に完全に良好な状態

である」としている. しかし, これらが全て完全な状態などあり得ない.

近年の長寿・高齢社会の到来は, 健康というものを考え直す契機をもたらした. 一つの現れとして,

一頃云われた「無病息災」であって健康としたものが, 例え, 病気が存在しても健康は成立すると云っ

た「一病息災」とまで云われるようになった.

1968年, ルネ・デユボス（R. Dubos）は, 「健康とは, 人間の状態を表す幻想である」としながら, 健
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康は, 社会的・物理的な環境との間で, 効果的な相互作用を行っている人間全体の状態であるとしてい

る.

この考え方は, 我々人間環境学を専攻する者にとって理解しやすい考え方である. つまり, 健康とは,

各個人が自分のためにつくった目標に到達するのに最も適した状態であると考えるのである. 従って,

人間環境の中で自分の目標に到達できる状態をつくるために, 生物学的に適応し, 社会学的にも適応し

ている状態を健康とするのである. 例えば, 本日の講義で扱う身体的な健康に限定して考えてみると,

病気は変化する環境に適応する能力の衰えであり, 身体的な健康を達成するためには, 適応の完成と環

境の適正な管理の双方性が重要視されるのである

II. 人間環境について

本日から 3 回の講義は, 人間環境と身体的な健康について述べることにする. 私には, この研究科が

平成 10年に立ち上がるまでの 3年間, 専門領域の異なる先生達と研究科の理念だのシステムなどを議論

しながら随分勉強させられた経験がある. しかし, この研究科は「人間環境」をコンセプトとして, 人

間と環境の総合的理解を深化させ, 益々多様化し複雑化する社会の基本的なニーズに応えうる基礎的・

応用的技術と科学的認識のための教育研究を推進するという機能と役割をもつとしたものの, この「人

間環境」の捉え方は, 各専攻で違っている.

そこで, この講義では, 行動システム専攻の健康行動学大講座が対象とする「人間環境」から話を始

めることにする.

先ず, 我々が生活する habitat を構成している ecosystem について考えてみる. エコシステムは, 水,

空気, 土壌などのあらゆる物質や太陽光線からなる「非生物的環境」, 無機物質から有機物質を生産す

る植物である「生産者」, 有機物質を食べる草食動物, それを食べる肉食動物である「消費者」, そし

て, 生産者や消費者が死んだ後, これらを分解して無機物質にかえすバクテリアや細菌などの「還元者」

の 4つから構成される.
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これらの一つが欠けてもエコシステムは崩壊し, これらのバランスが崩れるだけで人間の健康は大きな

影響を受ける. 立花隆の試算を紹介する. あらゆる生物が半径 6,400km の地球の周辺に張り付いて生き

ているとする. 生きている生物を全部集めて地球の周囲に均等に並べると, その厚みは 1.5cm と計算で

きる. ところが, 全生物の 90%が植物で, 動物だけの厚みにすると 1.5mmである. しかも, 動物の大部

分は海の動物であり, 陸上動物はその 1/250 で, その厚みは 0.006mm になってしまう. さらに, 人類が

陸上動物の 1/4であるとすると, その厚みは 0.0015mmに過ぎず, 地球システムにおける人間の占める位

置は極めて量的に小さいことになる. この微小な存在である人類がバランスのとれたエコシステムの崩

壊に拍車をかけており, エコシステムの存在なくして人間は存在し得ないことを考えなくなっている.

つまり, 人間の健康, ひいては存在さえ, 人間が消費者の立場だけを考えれば良いというものではな

いことがわかる. このような環境は, 我々が生活する環境の中では, 自然環境として位置づけられる.

しかし, 「人間環境学府」が研究対象とする環境は, この自然環境のみではない.

我々, 行動システム専攻」の「健康行動学」の立場から, 研究対象とする人間環境を考えてみる. つ

まり, 健康を考える場合の「人間環境」とは, について述べる.
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個人の健康, つまり個体内環境の健全性は, 運動・栄養・休養・人間関係といったライフスタイルに

内在する要因の影響を強く受ける. しかし, このライフスタイルは, 社会の構成要素である教育・福

祉・文化・宗教・政治・経済・医療などと云った社会システムとの関わりによってつくられる. このラ

イフスタイル, そしてライフスタイルをつくる社会システムは, 先ほどのエコシステム, つまり地球環

境を裏付けとして存在する現象である.

「健康行動学」で取り扱う人間環境は, 個体を中心としたライフスタイルと社会システムまでを含み,

この中に存在する諸要因を包括した holisticな環境と健康との関係をヒトの行動を通して追求する学問体

系であろうと考えている.

III. 健康行動学について

健康に対する社会的なニーズは確かに高く, 医学・体育学・栄養学など既存の単一学問がそれなりに

対応してきた事実があり, ある程度の成果も見られている.

しかし, 科学技術の進歩は, 広く人間の健康を科学することを飛躍的に可能にした. 例えば, 体育学

のように, 強いからだ, 丈夫なからだのみを追求したり, 医学のように, 病気だけを追求し, 優れた医

療技術を開発するだけの時代はもう終わったのである. つまり, 前に述べた人間環境の中で, 多くの要

因との関係からヒトの健康行動を科学する学問体系は, 分析的研究と統合的研究の発展によって, その

真価が発揮されるのである. 現在, 健康に関する学際的な科学として, 健康科学が提唱されてはいるが,

残念ながらまだ未成熟である. その理由の一つに, 既存の個別的な学問と学際的な健康科学とが相互作

用していないところにある. 従って, 「健康行動学」は 健康科学の一領域を構成するものである.

健康行動学の具体的な内容は, 人間環境の中に内在する健康関連要因を身体活動・栄養・疾病・発育・

加齢といった生物学的な立場と人間関係・ストレス・社会システムといった社会・心理学的立場から, そ

の関係性を追求して, 健康行動の結果として起こる生物学的適応・心理学的適応・社会学的適応のメカ

ニズムに迫る領域を研究対象としている.
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健康行動には, プラスとマイナスの方向性がある.

マイナスの健康行動の結果は, ill health の状態であり, そこには不適応現象がみられる. この状態か

ら脱し, healthの状態まで押し上げてやる健康行動もあれば, healthの状態を good healthまで高めるプラ

スの健康行動もあり, ここでは適応現象が起こる. 健康行動学では, どちらかというと, 人間環境に内

在する諸要因を good healthの適応現象に結びつけるためのメカニズムを追求している.

自然科学が実像に迫ろうとして取り得る研究方法には, 彫像法と塑像法の二通りがある. 塑像法は,

芯になるものの上に粘土を少しずつ積み重ねて像をつくる方法であり, 多くの自然科学がこの方法を用

いている. 彫像法は, 石材や木材を外から少しずつ削り取って像をつくる方法であり, 健康行動学はど

ちらかというと, この approachを採用する.

つまり, 「健康行動学」は, 幅広く現象を把握し, How or Whyという疑問から, 現象間の因果関係を

たどり, 法則性を導いて体系に辿りつくという方法をとる.
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いずれにしても, 「健康行動学」は新しい学問体系であり, 現在の社会背景や様々な研究成果の蓄積

から, 我々の社会の健康像やアプローチの視点を日々新たなものに変化させている段階である. 私も,

「日本健康行動学会」の理事をしているが, この学会はまさに広領域であり学際的な取り組みを始めた

ところである.

ここからは, 私の専門を通して, 我々が進化の過程で獲得してきた「からだの構造」と 21世紀に益々

重要視されるであろう「身体的な健康行動」について, その基本的な考え方を述べることにする.

IV. 身体の構造と健康行動

1. 身体活動の意味

人間は生まれながらにして動く生物であり, 動くことで, 自分を表現し, 生活を営み, 文化を

創造しながら生存している. ヒトが動物である以上, 動き回るのは当然である. 従って, 動くことを支え

る基盤として健康な身体が必要になる.

ヒトが動くことの意味を以下の点から考えてみる.
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ヒトは動く生物であり, 動くことを宿命づけられた生物である. ヒトは, 動物界・脊椎動物門・哺乳綱・

霊長目・ヒト科・ヒト属・ヒト（homo sapiens）という動物である. つまり, 人間は, 動く生き物であり, 動

くことを運命づけられた生物, 即ち動物である.

例えば, 言葉の話せない幼児は, 動き回り, 手を動かし, 物に触れて自分の周囲のことを学んでいく.

このように, 動くことによってはじめて, 以下のことを学んでいく.

これが, 我々人間である. では, 何のためにヒトは動くのだろうか？

人間の動きは, その目的によって以下のように 2つに分類できる.

動物としての動きは, 個体の保存と種の保存という純粋生物学的な動きである. 個体の保存, 即ち,

生命維持は, 食料の獲得や摂取, 闘争, 逃避などであり, 種の保存は, 配偶者の獲得, 生殖行為などで

ある.

人間としての動きは, 進化の過程で獲得した文化によって創造された, 他の動物にはない動きであり,

日常生活のあらゆる動作や労働作業などの生産活動, 遊びやスポーツのような楽しみのための動き, 運

動不足解消やストレス解消, 疾病予防などを目的とした健康を保持するための動きである.
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では, ヒトが動くとはどういうことなのか？つまり, 身体運動（physical exercise; physical working）と

は何なのか？選挙運動や環境保護運動などの運動とは当然違う.

運動は物理学的に定義すると, 時間とともに物体の空間的位置が変わることである. しかし, 生理学的

に定義すると, 安静でない状態, つまり, 骨格筋が活動している状態のことである.

従って, 人間の日常生活は身体運動によってはじめて成立することになるので, 布団の上げ下ろしから,

食事・排便に至るまで全てが運動である. このように, 身体運動は生活の基本であり, 生活は身体運動そ

のものであり, 身体運動を伴わない生活は成り立たない. つまり, 筋肉を収縮させて, 生活することが人

間の生活なのである. 極端なことを云うと, 筋肉を収縮させて行う運動を全て機械に置き換えると, ヒト

本来の生活ではなくなる. 即ち, ヒトのからだは, 行動の全てを機械に置き換えてすむようにはできてい

ないのである.

しかし, 現代人は動き回ることを億劫だと思っている. ヒトが長期間動くことを止め, 運動をしないで

過ごしたらどのようになるのであろうか？

2. 身体活動不足の害

1) ベッド・レストの実験結果

この実験は, 下半身をギプスで固めて動けないようにして, ベッドの上に数週間（6 - 7週間）寝

かせておき, からだに起こる変化を検査するものである.

ベッド・レスト期間中のからだの変化

ベッド・レスト期間中, 被験者の尿中に窒素, 硫黄, カリウムが多量に排泄された. これらの物質は,

蛋白質を構成する物質であり, これらの物質が多量に排泄されたことは, 蛋白質の崩壊, 特に筋蛋白質の

崩壊を意味しており, このことは筋量の低下を意味する. また, 同時に尿中への燐, カルシウムの排泄量

も増加した. これらの物質は骨の構成物質であり, これらの物質の排泄量の増加は, 骨成分の消失を意味

する. ベッド・レスト期間中と中止後の運動による心臓の容積を比較すると, 心容量（心臓の大きさ）は

ベッド・レストで急激に小さくなり, 中止後に運動することによって心臓の大きさは回復し, 更に運動を
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続けると, 心臓は更に大きく肥大した.

このように, 全くからだを動かさない数週間で, 骨はボロボロ, 筋肉は小さく萎縮し, 心臓の大きさま

で小さくなることがわかる. そして,からだを動かすことによって, 健康なからだに回復することもわか

る.

2) 「Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day “Wild Child”」(Susan Curtiss, 1977, Academic 

Press)より引用

生まれたばかりの赤ちゃんを全く運動させないで長期間放置しておいたらどうなるのか？不幸に

も自分の子どもを 13 年間もの間縛りつけ, 運動を奪って監禁した事例がアメリカで明らかになった. 監

禁状態は十分に調査されていないが, この本から生後 20 ヶ月の女の子を部屋に閉じ込めて育てた例, 現

代の野生児ジーニーの実例から, 運動を長期間しなかったらからだがどうなるかを引用する.

ジーニーの出生と生後 1年 8ヶ月まで

ジーニーは, 異常な父親のもとで, 満期に帝王切開で誕生した. 血液型がRh不適合のため生後1日目

に全血交換した. その後, 先天性股関節脱臼と急性肺炎の治療を受けた. 精神発達の遅滞が疑われたが,

1歳時の体重は 7kg（日本人 1歳女子約 10kg）でやや標準より軽い. 1年 8ヶ月までは, 普通に養育され,

座ること

はできたし, 少し遅れて歩くようにもなった.

1年 8ヶ月から 13歳半までの監禁状態

小さな寝室に, 幼児用椅子に着物をつけない裸の状態で縛りつけられたため, 動かせるのは手足の

指だけであった. 夜は時々, 寝袋に入れられるが, 大半は縛られてベビーベッドに入れられた. 父親が家

族に大声を出すことを禁ずるため, 人の話す声が聞けず, 聞こえるのは便所の音, 飛行機の音などであり,

声を出させなかった. 目に映る物は, 監禁された部屋のベビーベッド, 椅子, 窓だけであった. 1 日 3 回

の主な食事はベビー食品で, 時々ゆで卵があったが, 父親は噛むことを許さず, 口の奥に押し込んだ. こ

の状態が 13歳半まで続いた.

1970年 11月 13歳の時に保護された時の状態

保護された時の体重は 26.6kg, 身長は 127cmで, 13歳日本人女子の平均値 48kg, 155cmと比べても非

常に劣り, 極度の栄養不足で直ちに入院した. 立つことも, 腕も脚も伸ばすことができず, うまく歩けな

い状態であった. 噛み方を全く知らず, 大小便, よだれ, 唾液はタレ流しの状態であった. 裸で暮らして

いたため, 暑さ寒さに全く反応せず, 3mまでしか見えない近視であった.

筋肉は使わないと退宿し, 立つこと, 歩くこと, まして走ることなどできなくなる. 人間が動かなか

ったらどうなるか, 益々動かなくなってきた現代人の将来を予言するかのような実例である.

3. ヒトのからだは, 直立二足姿勢と直立二足歩行に適応するようにつくられた

先ず, 恐竜が絶滅してから後, 我々ヒト（homo sapiens）の成立までを簡単に説明する.
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ヒトはサルから進化したと云われているが, サルの先祖は原始的食虫類から進化したツパイであるとさ

れている. このツパイから原猿へと進化し, その中の狭鼻猿（真猿類）, これは旧大陸, アジア, アフリ

カに棲息したサルであるが, これから類人猿（pongidae）へと進化したとされている.

霊長類（primates）からヒトへの進化

次に, 霊長類の出現から, ヒトへの進化の道筋を説明する.

手に 5 本の指と平爪をもち, 拇指対向性という共通点をもつ霊長類は約 200 種いるとされているが,

ヒトへ進化していく類人猿には, テナガザル, オランウータン, ゴリラ, チンパンジー（コモンチンパ

ンジーとピグミーチンパンジー；現在はボノボと呼ぶ）などがいる.

このチンパンジーから人間（hominidae）に分かれたのが今から約 600万年前とされている. 人類最古

の化石であるサヘラントロプス・チャデンシス（愛称：トウーマイ）は, 今から約 700 万年前に現れた

とされているが, チンパンジーと猿人の分岐進化は「失われた鎖の輪（missing links）とされている.

ヒトとチンパンジーの違い
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遺伝情報の保存と伝達をする DNA（デオキシリボ核酸）の塩基配列で種の近さを表すことができる.

ヒトのゲノム（全遺伝子 DNA）は, 約 30億の塩基対から構成されており, ゲノムサイズにはチンパンジ

ーとの間に有意な差はみられないし, 塩基配列の違いは 1.23%とされている. 一方, 染色体としてみる

と, ヒトでは 22 対の常染色体と 2 本の性染色体の計 46 本の染色体からなるのに対して, チンパンジー

では常染色体 23対, 2本の性染色体の計 48本の染色体からなる.

このようにチンパンジーとヒトは非常に遺伝距離が近く, 分類学上は「科」のレベルで区別されてい

るが, 遺伝学的な違いは「属」のレベルの違いしかない. これは, ウマとシマウマより近いとされてい

る.

しかし, ヒトとチンパンジーは, このように骨格標本をみても非常に類似しているが, ヒトはチンパ

ンジーではなく, ヒトなのである.

このように, 森林からサバンナへと生息地（habitat）を変えながら, チンパンジーから分岐進化し, ト

ウーマイから二本足で立ち, 歩くためにからだを改善進化させながら, 草原に進出し, 道具を使って,

生息地を砂漠からツンドラまで広げ, 現在に至るまで, ヒトは約 700万年の歴史を経験してきた.
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サルは二本の足で立っては歩けない. このようにナックル・ウオーキングをする. ヒトは, サルと違い

上手に立って, 二本の足で歩く. そして, これが生活の基本をなす運動である.

1) 直立二足歩行への進化

直立二足歩行への進化は一体何のためだったのか？ 移動するスピードは, 四足性より劣るた

め, 直立二足歩行は, スピードのための進化ではない. では, 直立二足歩行の生物学的な利点は何であろ

うか？

＜歩行効率説＞劣化する食物環境を生き延びるためには, エネルギー効率が良く, 広い範囲を動き回る

必要があった. この説は, そのための進化であるとする説である. チンパンジーの直立二足姿勢は非常に

ぎこちなく, 膝と腰が曲がり, 上体が前に傾き, 立っているのがやっとである. これでは, 立つためのエ

ネルギー消費が非常に大きくなる. ところが, ヒトの立ち姿は立派で, 重心がからだのど真ん中にあり,

非常に安定した姿勢が取れるので, 立つためのエネルギー消費は少なくて済む. ヒトは, 立つための安定

性と経済性をしっかり勝ち取ったのである. つまり, この説は, 良く歩ける狩猟者が優れた狩猟者であり,

狩猟が歩行を淘汰し, 生理学的に効率的な歩行に適したからだの構造と機能を進化させたという考えであ
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る.

＜食物運搬説＞自由になった手で食物を採取し, 安全な場所に運搬して, 分け合って食べることを可能

にするために, 進化させたという説である.

いずれにしても, 直立二足歩行は生活のための進化である. 効率的に歩くために, からだの構造と機

能を改善進化させ, 移動（locomotion）から解放された手（特に, 指）の運動が器用性を高めることによ

って, その刺激が大脳に feedbackされて連合領が発達し（大脳化；encephalization）, 文化・文明, ひい

ては今日の機械文明を創造したのである.

2) 把握性を犠牲にし, 強固になった足

ヒトの足は, ヒト以外にもたないヒト独特のものである. チンパンジーとゴリラの足の指は,

親指と隣の指の間に広い空間がある. これは, 物をつかむ機能をもった足であるが, ヒトの足にはその

空間がなく, 物をつかむ機能を捨てている. つまり, ヒトの足は立つために改善されてきたのでる. し

かも, つかめない指を残していることは, 走る足でもないのである.

足の骨格は, 指骨, 中足骨, 楔状骨, 立方骨, 舟状骨, 距骨, 踵骨など 28 個の小さな骨が組み合わ
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さってできているが, 実は, 手の骨格も同じ数の骨からできている. ところが, 指の骨と骨をつなぐ関

節は足と手では違う.

手の関節は器用に動くように万能関節であるが, 足の関節は上からの重力に耐えられるように扁平な

関節面（滑液関節）になっているため, 器用に動かすことができない. 足の親指は他の 4 つの指と合わ

せることができない. ところが, 手の親指は全て合わせることができる. これを拇指対向性といい, こ

の働きが機械文明をつくったのである. 足にはこの働きがない. つまり, 足は立って, 歩くためにでき

あがっているのである.

足の裏は扁平ではなく, 三次元のアーチ構造をしている. パリのエッフェル塔もそうであるが, 上に

大きな重量をのせる建造物の基礎の部分は物理的に強い三次元のアーチ構造をしている. ヒトの足もそ

のように, 上体の重量をしっかり受けとめ, 下からの衝撃を和らげるように前後左右に湾曲した三次元

のアーチ構造をもっている. まさに, 立つための足なのである.
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3) 脚筋, 骨盤, 脊柱, 胸郭の適応

足の筋肉も立って, 歩くために必要な筋肉を大きく発達させている. 直立姿勢をとる時の主働

筋（大腿屈筋群：大腿二頭筋, 半腱様筋, 半膜様筋；下腿屈筋群：, 腓腹筋,ヒラメ筋）がサルと比較する

と良く発達している. また, 歩行時の主働筋である大臀筋, 大腿伸筋群（大腿四頭筋）も良く発達してい

る.
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サルの骨盤は縦長のバケツ型であるが, ヒトの骨盤は横広のタライ型で, しかも, 体重の大きなゴリラ

に比べても大きな骨盤をしている. これは, 骨盤が生活の中での起立時間幅の拡大から, 上半身の重量を

支える中心でもあり, 二足姿勢と二足歩行のために大きく発達した筋群を付着させるための適応でもあ

る.

脊柱は, 歩行時の着地による衝撃が脳を直撃しないように S 字状に湾曲してバネの役割をもっている.

また, 下に行くほど大きくなり, 上からの重量に耐えるようにもできている.

胸の骨格は, 立ったための二次的な恩恵であるが, 立ってバランスをとりやすくするために, 胸は扁平

になり, 肩甲骨が背中に回りこみ, 腕の運動範囲を広くしている. このことが, あらゆる文明の創造に役

立ったのである. つまり, 手が移動の手段から外され手の指が器用に動かせるようになり, その刺激が大

脳に伝えられ, 大脳は益々大きく発達して今日の機械文明を創り出したのである.

ところが, 余りにも便利になりすぎて, せっかく立って, 歩くのに都合の良いからだをもったのに, そ

れを使いこなしていないのが現代人である. こうして見ていくと, ヒトのからだは, 立って, 歩くために

つくられているのに, 立って, 歩かなくなったら, そのからだはどうなるのか？このことは非常に重大な

問題である.
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4) 歩かなくなったヒトの健康危機

現代生活では, 動物としての動きが極めて少なくなり, 労働や日常生活での人間としての動き

も減少してきている. 今日の日常生活の身体運動の総量では, ヒトの身体機能を正常に維持することがで

きなくなってきている. つまり, 歩かないヒトの増加と歩くヒトの減少は, 生物としてのヒトの身体的な

機能を正常に保つために, 多くの人々が何らかの方法で運動不足を補わなければならない状況になってき

ていることを示している.

歩かなくなった現代人の証拠を 2つ示す. 先ず, 古代人の脛骨断面の比較である.

古代人の脛骨は, 後方に稜が発達して菱形をしているが, 現代人にはそれがなく, 三角形である. 脛骨

は外側から後方にかけて筋肉がつく. つまり, 古代人では後方に稜が発達している分, 筋肉の付着面積が

広く大きな筋肉をもっていたことがわかる. ところが, 現代人では筋の付着面積が小さくなり, これでは

大きな筋肉はつけられない. 如何に, 現代人が足を使って歩かなくなっているか, その証拠を示してい

る.

次に, 福岡市の板付遺跡の水田跡からみつかった縄文時代人の足跡を現代人の足跡と比較する.
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古代人の足跡は, 現代人に比べて足の前方, 指のあたりの発達が大きいことがわかる. つまり, 古代人

は前傾姿勢で活発に動いていたことが想像されるが, 現代人の足は後方, 踵のあたりが大きく発達し, そ

っくりかえって, 緩慢な動きしかしていないことがわかる. このように現代人は, 生活の基本である歩く

ことさえ捨てて行っているのである.

日本人の 1日の平均歩数（2001年）は, 男性 8042歩, 女性 7319歩である. これを 1回にまとめて歩い

たとしても, その距離は約 5 – 6km程度である. 立って, 歩くことさえ生活の基本にしていれば, ヒトの

からだは運動不足になることはないはずである.

1960年代, クラウスとラープという研究者によって, 運動不足病という概念がつくられた. この研究は,

動くことが少ないヒトほど冠動脈性心疾患に罹り, 死亡率が高いという結果であった. また, 現在までに,

多くの疫学的研究が運動不足と生活習慣病との因果関係を明らかにしている. また, 同じ頃, アメリカの

大統領ケネディは“The soft American”（軟弱なアメリカ人）という文書を公表して, 適正体力でないとリ

ーダーにはなれない, 体力向上プログラムを実施して運動不足を解消するようにと国民に訴えている. こ



 19 

の時, アメリカではジョギング・ブームに入るのであるが, 果たしてあんな骨の折れる運動をしないと健

康は保てないのであろうか？例えば, 最大酸素摂取量の 50%のニコニコ・ペースでジョギングなどと良く

云われるが, これを健康のためにといって長期間継続的に実施することは不可能であろう.

運動は習慣的に実施されて健康づくりに役立つ. 三日坊主では, 何の意味もない. 習慣的に実施できる

運動であることは, その運動が生活内容そのものであることが一番である. つまり, 歩行を積極的に生活

にとり入れることが大切であろう.

これは, 歩行をしなくなった将来のヒトの予想図であり, 生活の場を宇宙空間にまで広げ, 無重力状態

による骨格の予想図である.

もし, 歩行を身体運動として取り入れるならば, どれくらいの歩行を実施したら良いのであろうか？厚

生労働省は, 20歳代の人で, 1週間の合計運動時間として 180分（心拍数 130拍程度）を推奨している. こ

れを歩行運動に置き換えてみる. ①分速 100m, 1分間に 130歩前進する歩行運動とする. ②1週間の合計運

動時間が 180分であるため, 3日に分けて 1 日おきに実施すると 1日の歩行時間は 60分である. ③1日に

歩く距離は分速 100mであるため 6000mである. ④歩数にすると 7800歩である. ⑤30歩で 1kcal消費する

とすれば, この歩行で 260kcalものエネルギーが消費されることになる.

歩けないヒトは病気であるから, 問題外である. 歩くヒトがヒト本来のヒトである. しかし, 現実には,

車を乗り回し, 歩かないヒトが普通のありふれたヒトの状態になってしまっている. ヒトの歴史 700 万年



 20 

の間に作り上げられてきた我々のからだは, 立って, 歩いて正常に働くようにつくられている.

ラテン語の諺に「Solvitur ambulando」と云うのがある.

この意味は, 「困難な事態は歩くことによって解決される」ということである. カントもソクラテスも

良く歩いたそうである. スポーツの競技会に選手として出場するのでなければ, 歩き続けることだけで十

分に運動不足は補われる. 歩行運動は, 恥もかかず, 金もかからず, 苦しくもなく, 全く安全な身体運動

である.

歩くという身体運動は, ヒトとしての身体機能を正常に維持し, 身体を強健にし, 精神を清らかにし,

知的生産能力を高めるすばらしい身体運動なのである.
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