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健康感と運動不足感の組み合わせによる多段階健康尺度の検討 

―大学男子新入生の自覚症状および体力項目データとの関連から―

A study of multi-stage health scale combined sense of health with sense of lack of exercise:  
Based on relationship with data on subjective symptoms and physical fitness of university freshmen males
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Objectives: This study was designed to examine difference between characteristics of two multi-stage health scales 
by using health related indicators collected from the questionnaire answered by university male freshmen and the 
physical fitness test results of the same group. 
Methods: Targeting 105 university freshmen, a set of questionnaire survey and physical strength tests were per-
formed. They were used to make comparison between the following two scales. As a conventional scale, a three-
stage scale (I. Healthy, II. Somewhat healthy, III. Somewhat unhealthy, and IV. Unhealthy) was adopted, but since 
there is only one IV person, IV was merged into III for analysis. A new scale, which consists 3 groups was based 
on a combination of sense of health & sense of lack of exercise, i.e., A group associated with a sense of health & no 
sense of lack of exercise, B group with a sense of health & a sense of lack of exercise, and C group with no sense of 
health & a sense of lack of exercise. There were no persons with no sense of health & no sense of lack of exercise.
Results: According to the result of comparing the comprehensive health level based on health related indicators 
and physical fitness test results, it was confirmed that the health order (from healthier to unhealthier) for the three 
groups on the conventional health scale should be: I (healthier) > II > III (unhealthier). The other three groups on the 
new scale could be ordered in the same way: A (healthier) > B > C (unhealthier). Physical fitness level and exercise 
frequency of the highest degree of health (Group A) on the new scale showed higher values than those of the highest 
health group (I. Healthy) on the conventional scale. 
Conclusion: From the above results, it was confirmed that the new multi-stage scale based on a combination of 
sense of health & sense of lack of exercise in this study, as compared to the conventional scale based on the sense 
of health only, further emphasizes the level of exercises and physical fitness while maintaining the rank of health 
degree based on health related indicators. Since a setting of the highest degree of health with higher level of exercise 
frequency and physical fitness becomes possible on the new health scale, it can be expected that the importance of 
exercise and physical fitness in a health evaluation system will increase. 
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Ⅰ．緒言 

一般的に大学生は、高校生や社会人に比べて社会的
規制が弱いなどから、生活習慣の乱れが生じやすい世
代といえる１）。中学生から社会人までを対象とした報告
では、大学生の健康度・生活習慣が最も望ましくない傾
向にあることが明らかにされた２）。大学生の生活習慣病
に関する意識、知識、行動についてみると、予防態度は
あまり積極的ではなく、関心も低く、知識も不十分で、
受診状況、健康行動・意識にも問題がみられた３）。多
くの大学では、週に１回の体育・スポーツ実施の授業が
実施されてはいるものの、時間や頻度の点からも、高校
までの体育授業に比べても十分な運動の機会が確保さ
れているとは言い難い４）。また、大学生における26年間

（1984～2014）の体型と体力の推移の報告によると、体型
は肥満とやせの割合が増加し、体力も低下していた５）。
このような状況のもとでは、病気が顕在化する前からの
予防的健康評価がより重要となる。

健康評価には大きく分けて医学的な検査に代表され
る客観的評価とアンケート等への本人の回答・訴えによ
る主観的評価がある。それぞれの評価方法は、状況に応
じてそれぞれ単独あるいは双方の組み合わせで使用さ
れるが、客観的評価法だけでは必ずしも十分とはいえな
い。その理由の一つは、医学的な健康度だけで個人の健
康を評価することは困難であるからである６）。

主観的健康評価に用いられる「主観的健康感」は、医
学的検査などによる客観的な健康度の調査が困難な場
合に、その代替指標として主に社会調査において活用さ
れている７）。多くの調査において、簡便で実用性の高い
健康評価指標８）として、また、健康の身体的側面、精
神的側面、社会的側面を総合化した指標９）として扱わ
れている。

実際の主観的健康感の研究や調査においては、健康
感を５段階または４段階で回答してもらう一方、分析や
結果記述の際にはそれを２分類（健康か否か）にまとめ
た上で報告される例が多くみられる６）７）10）11）12）。一例
として、文部科学省の「体力・スポーツに関する世論調
査（平成25年１月調査）」によれば、このところ健康だ
と思うか聞いたところ、「健康である」とする者の割合が
87.1%（「健康である」55.1％＋「どちらかといえば健康
である」32.1%）、「健康でない」とする者の割合が12.7％

（「どちらかといえば健康でない」7.8%＋「健康でない」
4.9%）となっている。さらに、『年齢別にみると「健康
である」とする者の割合は20歳代から40歳代で、「健康
でない」とする者の割合は70 歳以上で、それぞれ高く
なっている』12）のように記述されている。

健康感とそれに関連する項目についての研究は、主

に高齢者を対象とした報告が多くみられ、健康感の良
否は感覚器系と身体的な痛みなどからの訴え率、通院
率などと深く関連し３）７）８）９）、他にも体力水準との関
連13）14）15）も認められている。一方、大学生対象の研究
も近年増えてきており、健康感は心身の自覚症状、性別、
運動、睡眠16）17）、体力18）などとの関連が挙げられてい
るが、高齢者に比べれば研究報告の数は少ない。

健康感と体力の関係については、厚生労働白書の調
査において、健康に不安が「ある」と答えた人に対して、
さらに具体的に抱えている不安について聞いたところ、
全体では「体力が衰えてきた」をあげた人が半数で最も
多かったと報告されている19）。このように、健康かどう
かを考える際に、体力と関係した身体的な健康をイメー
ジする人も少なくない。すなわち、体力の低下は健康で
活動性を高く保ったまま老いるための潜在的能力の低
下につながる20）という考え方である。また、平成27年度
体力・運動能力調査（文部科学省、2015）によれば、全
ての年代において、「大いに健康」と意識する群の体力
合計点が最も高かったことが報告されている21）。このよ
うに、一般的に健康感と体力水準との間には正の関係が
示唆されており、その説明として、文部科学省は「意図
的に体を動かすことは、更なる運動能力や運動技能の向
上を促し、体力の向上につながっていき、同時に、病気
から体を守る体力を強化してより健康な状態をつくり、
高まった体力は人としての活動を支えることとなる」と
述べている22）。

上記と同様に、健康感と運動実施状況の関係に
ついても、両者の間には正の相関性が報告されてい
る18）21）23）24）。一例をあげると、文部科学省の平成27年
度体力・運動能力調査によれば、「ほとんど毎日」又は

「ときどき」運動をしている者の割合は、「大いに健康」
と意識する群の男子で約70%、女子で約60%、「まあ健
康」と意識する群では男女ともに約50%、「あまり健康で
ない」と意識する群では男子で約30%、女子で約35% で
あったことが報告されている21）。

このように、健康と運動は一般的に正の相関性を有し
ていると考えられるが、その一方で、運動不足感を扱っ
た調査結果からみると、両者の関係は必ずしもそうとは
いえない実態がある。すなわち、前述の体力・スポーツ
に関する世論調査では全体の87.1% が「健康である」と
回答しているが、同じ調査において運動不足を感じる者
の割合も74.6%と高水準を示している12）。また、他の報
告24）でも、健康状態の主観認識は「普通」である者が
78.2%を占めているが、運動不足感の訴え率は97.1% で
あった。さらに、上位の健康度に属する集団にも運動頻
度が少ない人が多数含まれていることから16）18）、同様
に体力水準についても比較的低い人が相当数含まれて
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いることが推測される。これらの報告結果は、従来の健
康感のみの尺度では、健康度の段階設定について運動
頻度や体力水準が十分反映されているとはいえないこ
とを示唆している。したがって、健康評価について健康
増進との関連性をより強めるためには、より高水準の運
動頻度や体力が考慮されたさらに上位の健康度の設定
を含む健康尺度が必要であると考えられる。

特に大学新入生は家庭や学校の保護の下で育った生
活とは異なり居住形態や教育環境が大きく変化する「転
換期」にあたることから、心身ともにかかる負担は特に
大きい25）。そこで、本研究は、大学男子新入生を健康感
の有無と運動不足感の有無を組み合わせた３群に分け
ることによって、健康関連指標と体力水準で順位付けさ
れた３段階の健康尺度を作成しその妥当性を検討する
ことを目的とした。

Ⅱ．方法

1．対象
本研究の対象者は、中部地方 N 大学（国立大学）にお

いて、2013年度新入生向けに開講された健康・スポーツ
科学系科目の授業に登録した学生の一部として、特定の
曜日・時限を受講した男子学生164人であった。学生に
は本研究の研究内容の説明を十分に行い、自由意思によ
るデータ提供の同意を得た。分析対象者は、年齢と学年
を揃えるために当該年度４月１日時点で18歳の新入生
111人に限定し、最終的にはデータに欠損値のない105人
とした。同時期に43名の女子学生についてもデータが得
られたが、対象数が少ないために今回は男子学生に限っ
て分析を行った。なお、本研究は、名古屋大学総合保健
体育科学センターにおける研究審査委員会の承認（承認
番号25-04）を受け実施すると共に、調査にあたっては
個人が特定できないように匿名化し、データの取り扱い
に関しても漏洩がないように配慮した。

2．調査方法
１）アンケート調査および調査内容

対象者に健康関連のアンケート調査用紙を配布し、記
入済みの用紙をその日のうちに回収した。アンケート調
査項目のうち、心身の自覚症状の質問項目（７項目：腰
痛、肩こり、便秘気味、下痢気味、体の疲れやすさ、貧
血気味、精神的ストレス）については、それぞれ「よく
ある」、「たまにある」、「めったにない」の３つの選択肢
を設定し、分析のための抽出条件として、「よくある」と

「たまにある」の回答を合わせた「ある」を用いた。現在
の運動頻度については、週１回の体育授業以外に「週 6
- 7日」、「週 3 - ５日」、「週 1 - 2日」、「月1 - 3日」、「し

ない」の５つの選択肢を設定し、抽出条件として「週
1 - 2日」、「月1 - 3日」、「しない」を合わせた「週２日
以下」を用いた。主観的健康感（以下、健康感と記す）
については、「現在、健康状態がどちらだと思いますか」
という質問に対して、「健康」、「どちらかというと健康」、

「どちらかというと不健康」、「不健康」の４つの選択肢
から１つ選んで回答してもらい、同じ回答者の集団を健
康度の良い順に、I 群（健康）、Ⅱ群（どちらかという
と健康）、Ⅲ群（どちらかというと不健康）、Ⅳ群（不健
康）とした。ただし、Ⅳ群（不健康）所属者が１人のみ
であったため、その１人を分析においてはⅢ群（どちら
かというと不健康）に含めた（以下、Ⅲ群にはⅣ群の１
人を含むものとする）。主観的な運動不足感（以下、運
動不足感と記す）は、「現在、運動不足と感じています
か」の質問に対して４つの選択肢を設定し、回答のうち

「運動不足」と「どちらかというと運動不足」を合わせ
て「運動不足感あり」、また「どちらかというと運動不
足ではない」と「運動不足ではない」を合わせて「運動
不足感なし」とした。

前述した健康感のみの尺度における健康度順の I 群、
Ⅱ群、Ⅲ群とは別に、健康感の有無と運動不足感の有無
を組み合わせた新たな群をつくるために、まず、I 群（健
康）とⅡ群（どちらかというと健康）を合わせて［健康
感あり］群とした。次にその中を運動不足感の有無によ
り二分して、A 群（［健康感あり］かつ［運動不足感な
し］）と B 群（［健康感あり］かつ［運動不足感あり］）と
した。残るⅢ群（どちらかというと不健康、ただし元々
Ⅳ群所属の１人を含む）については、全員が［運動不足
感あり］であったため、名称を C 群（［健康感なし］か
つ［運動不足感あり］）とした上で、A 群、B 群との比
較を行った。

なお、これ以降、A 群、B 群、C 群のそれぞれについ
て、条件説明のための「かつ」（［健康感なし / あり］か
つ［運動不足感なし / あり］の下線部）を省略する。

２）体力測定項目および測定方法
アンケート調査と同日に、体格項目として身長と体重

を測定し、BMI（Body Mass Index；体重 kg・（身長 m）-2）
を算出した。体力測定項目は、立位体前屈、握力、垂
直跳び、上体起こし、最大酸素摂取量（ml･kg-1･min-1）
である。そのうち、立位体前屈、握力（竹井機器社製、
T.K.K.5401 デジタル握力計使用）、垂直跳び（竹井機器
社製、T.K.K.5406 紐式デジタルジャンプメーター使用）、
上体起こし、背筋力（竹井機器社製、T.K.K.5402 デジ
タル背筋力計使用）は『新・日本人の体力標準値Ⅱ』26）

の方法にしたがって測定した。最大酸素摂取量測定に
ついては、20m シャトルラン（往復持久走）の折り返し
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の総回数から推定表を用いて推定した27）。

3．調査時期：  2013年５月～６月における授業時に実
施した。

4．統計処理
統計処理には IBM SPSS Statistics 21.0（日本アイ・

ビー・エム（株））を用い、有意水準を５% 未満とした。
２×２の比率の差の検定にはフィッシャーの直接確率
法を用いた。また、各アンケート調査項目に対して、そ
れぞれ抽出条件に該当するか否かの２条件と３つの分
析群についての２×３クロス集計とカイ二乗検定、残差
分析28）、および傾向性の検定29）を行った。各体格・体
力測定項目については、それぞれ群別に平均値と標準偏
差を算出し、３群間の比較には平均値の差の検定（一元
配置分散分析とその後の多重比較（Tukey-Kramer 法））
とトレンド検定としての Jonckheere-Terpstra 検定30）を実
施した。

Ⅲ．結果

1．健康感尺度の順序による健康関連指標の傾向
健康感のみの尺度（３段階）における人数分布は、健

康度の良い順にⅠ群（健康）が38人（全体の36.2%）、Ⅱ
群（どちらかというと健康）が50人（同47.6%）、Ⅲ群

（どちらかというと不健康）が17人（同16.2%）であった

（表１）。なお、統計分析の際にはⅢ群（どちらかという
と不健康）に元々Ⅳ群（不健康）所属の１人を含めてい
る。

表１は、健康関連指標としての自覚症状７項目（腰痛、
肩こり、便秘気味、下痢気味、体の疲れやすさ、貧血気
味、精神的ストレス）と運動関連指標２項目（運動不足
感、運動頻度の少なさ）について、それぞれ抽出条件に
該当する回答を集計し、その人数と割合を３群間で比較
したものである。表１から、貧血気味の訴え率（23.5%～
28.0%）については３群間に大きな違いがみられなかっ
たが、他の全項目では、それぞれ３群間で最も訴え率や
該当率が低いのはⅠ群で、次はⅡ群、一番高いのはⅢ群
であった。特に、便秘気味、下痢気味、体の疲れやす
さ、精神的ストレス、運動不足感の５項目についての傾
向は、傾向性の検定によってそれぞれ有意であることが
示された。また、カイニ乗検定によって、便秘気味、体
の疲れやすさ、精神的ストレス、運動不足感の訴え率に
ついて、それぞれ３群間に有意な関連性があると認めら
れた。残差分析の結果、Ⅰ群の体の疲れやすさ、精神的
ストレスの訴え率は、それぞれの期待値比率に比較して
有意に低かった。一方、Ⅱ群の精神的ストレスと、Ⅲ群
の便秘気味、下痢気味、精神的ストレス、運動不足感の
訴え率は、それぞれの期待値比率に比べ有意に高かっ
た。

これらの結果を総合すると、健康感尺度段階の異なる
３群（Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群）では、健康感が良好な順に、

表 1 　健康感尺度の順序による健康関連指標の人数割合についての比較

項目 抽出条件
全体 Ⅰ健康 Ⅱどちらかというと

健康
Ⅲどちらかというと

不健康 カイ二乗
検定の
P 値§

傾向性
検定の
P 値†n=105 n=38 n=50 n=17#

人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%）
自覚症状
　腰痛

あり‡

44（41.9%） 15（39.5%） 21（42.0%）   8（47.1%） .870 .610
　肩こり 46（43.8%） 13（34.2%） 24（48.0%）   9（52.9%） .308 .143
　便秘気味 25（23.8%）   6（15.8%）   9（18.0%） 10（58.8%）△ .001** .003**
　下痢気味 41（39.0%） 12（31.6%） 18（36.0%） 11（64.7%）△ .055 .039*
　体の疲れやすさ 85（81.0%） 26（68.4%）▼ 44（88.0%） 15（88.2%） .048* .033*
　貧血気味 27（25.7%）   9（23.7%） 14（28.0%）   4（23.5%） .878 .898
　精神的ストレス 76（72.4%） 18（47.4%）▼ 42（84.0%）△ 16（94.1%）△ .000** .000**
運動関連
　運動不足感 あり‡‡ 84（80.0%） 27（71.1%） 40（80.0%） 17（100%）△ .046* .018*
　運動頻度（少なさ） 週２日以下 82（78.1%） 28（73.7%） 38（76.0%） 16（94.1%） .211 .137
＊：  P<0.05、＊＊：P<0.01
△： ２×３クロス表の残差分析で当該セルの期待値より有意に高い（P<0.05）
▼： ２×３クロス表の残差分析で当該セルの期待値より有意に低い（P<0.05）
§：  ２×３クロス表における P 値
†：  ２×３クロス表における線型と線型による連関
#： 「Ⅲどちらかというと不健康」には，１名の「Ⅳ不健康」を含む
‡： 「よくあり」+「たまにあり」
‡‡: 「運動不足」+「どちらかというと運動不足」
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各健康関連指標によって表わされる健康状態も良好で
あることが確認された。

2．  健康感と運動不足感の組み合わせによる健康関連
指標の比較

健康感の有無と運動不足感の有無を組み合わせた３
群の所属人数は、A 群（［健康感あり］［運動不足感な
し］）21人（全体の20.0%）と B 群（［健康感あり］［運動
不足感あり］）67人（同63.8%）、C 群（［健康感なし］［運
動不足感あり］）17人（同16.2%）であった（表２）。

表２は、A 群、B 群、C 群の３群間で、表１と同様に、
自覚症状７項目と運動関連指標２項目のそれぞれにつ
いて、抽出条件に該当する人数とその割合（訴え率また
は該当率）を比較したものである。自覚症状７項目中４
項目（肩こり、便秘気味、下痢気味、体の疲れやすさ）
について、A 群が３群のうち最も低い訴え率を示した。
B 群では、肩こり、便秘気味、下痢気味、体の疲れやす
さ、貧血気味の５項目の訴え率が、３群のうちそれぞれ
中間に位置した。一方、C 群は貧血気味を除いた６項目
で、それぞれ一番高い訴え率を示した。

運動不足感ついては、健康感と組み合わせて各群の
条件として用いたため、その訴え率は A 群で０%、B・
C 群はそれぞれ100% である。現在の運動頻度が少ない
条件（週２日以下）に該当する人数割合は、A 群が最も
低い割合（28.6%）を示した。また、B 群ではその割合

（89.6%）は３群の中間に位置し、C 群では一番高い割合

（94.1%）であった。傾向性の検定によれば、便秘気味と
下痢気味と運動頻度について有意な傾向が認められた。
カイ二乗検定では、便秘気味の訴え率と運動頻度の少
なさについて、３群間で有意な関連が認められた。残差
分析を行うと、C 群について、便秘気味、下痢気味、精
神的ストレスの各訴え率と運動頻度の該当率がそれぞ
れの期待値比率に比較して有意に高く、一方、A 群では
便秘気味の訴え率と運動頻度の該当率が期待値比率に
比べそれぞれ有意に低かった。

表２において、健康関連項目と運動関連項目の訴え
率・該当率（小さいほど良好）について、それぞれ B 群
の順位（良好順）に着目すると、全９項目中７項目で３
群のうちの中間位置（１項目は２位タイ）にあり、残り
２項目（腰痛、精神的ストレス）で１位であった。同様
に、A 群では６項目で１位、２項目で２位、１項目で３
位、C 群では７項目で３位、そして２位タイ、１位がそ
れそれぞれ１項目ずつあった。これらの結果を総合する
と、健康感と運動不足感を組み合わせたこれら３群につ
いて、健康度の良好順序は、A 群、B 群、C 群の順とな
ることが考えられた。

3．健康感尺度の順序による体力比較
表３は、健康感尺度の順序に並べた３群（Ⅰ群、Ⅱ群、

Ⅲ群）における体格３項目（身長、体重、BMI）と体力
５項目（立位体前屈、握力平均、上体起こし、垂直跳び、
最大酸素摂取量のそれぞれについて、平均値を比較し

表 2 　健康感と運動不足感の組み合わせによる健康関連指標の人数割合についての比較

項目 抽出条件
全体 A［健康感あり］か

つ［運動不足感なし］
B［健康感あり］かつ
［運動不足感あり］

C［健康感なし］かつ
［運動不足感あり］¶ カイ二乗

検定の
P 値§

傾向性
検定の
P 値†n=105 n=21 n=67 n=17

人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%）
自覚症状
　腰痛

あり‡

44（41.9%）   9（42.9%） 27（40.3%）   8（47.1%） .876 .825
　肩こり 46（43.8%）   6（28.6%） 31（46.3%）   9（52.9%） .256 .121
　便秘気味 25（23.8%）  1（4.8%）▼ 14（20.9%） 10（58.8%）△ .000** .000**
　下痢気味 41（39.0%）   6（28.6%） 24（35.8%） 11（64.7%）△ .051 .030*
　体の疲れやすさ 85（81.0%） 16（76.2%） 54（80.6%） 15（88.2%） .638 .357
　貧血気味 27（25.7%）   6（28.6%） 17（25.4%）   4（23.5%） .934 .719
　精神的ストレス 76（72.4%） 15（71.4%） 45（67.2%） 16（94.1%）△ .085 .159
運動関連
　運動不足感 あり‡‡ 84（80.0%）   0（0%）▼ 67（100%）△ 17（100%）△ .000** .000**
　運動頻度（少なさ） 週２日以下 82（78.1%）   6（28.6%）▼ 60（89.6%） 16（94.1%）△ .000** .000**
＊：  P<0.05、＊＊：P<0.01
△： ２×３クロス表の残差分析で当該セルの期待値より有意に高い（P<0.05）
▼： ２×３クロス表の残差分析で当該セルの期待値より有意に低い（P<0.05）
§：  ２×３クロス表における P 値
†：  ２×３クロス表における線型と線型による連関
‡：  抽出条件のありは選択肢の「よくあり」+「たまにあり」である
‡‡: 「運動不足」+「どちらかというと運動不足」
¶：  C 群［健康感なし］［運動不足感あり］は表１のⅢ群「どちらかというと不健康」と構成員は同じ同一集団である
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たものである。その結果、３群間において体格項目につ
いてはそれぞれ大きな違いがみられなかった。体力項目
では最大酸素摂取量を除いた４項目でⅠ群は他の２群
に比べてそれぞれ高い平均値を示し、特に握力について
Ⅲ群より有意に高い平均値を示した。Ⅱ群では体力４項
目について各平均値が３群のうちの中間に位置した。Ⅲ
群では全体力項目についてそれぞれ３群中最低の平均
値を示した。項目毎にトレンド検定を行うと、握力につ
いての順位傾向に有意性が認められた。

4．健康感と運動不足感の組み合わせによる体力比較
表４は、健康感と運動不足感を組み合わせた３群間

で、表３と同様に各体格・体力項目の平均値を比較した
結果を示したものである。３群間において、体格項目で
はそれぞれ大きな違いがみられなかったが、全ての体力

項目で A 群は他の２群に比べて高い値を示した。特に
立位体前屈、握力、垂直跳び、最大酸素摂取量の４項目
で A 群が C 群よりそれぞれ有意に高い値を示し、さら
に最大酸素摂取量については B 群よりも有意に高値で
あった。一方、体力５項目全てにおいて、B 群は３群の
うちの中間に位置し、C 群は最も低い平均値を示した。
トレンド検定の結果から、上体起こしを除いた体力４項
目で、それぞれ有意な傾向が認められた。これらの比較
の結果、３群について体力水準の高い順に並べると、A

群、B 群、C 群の順となったが、表３のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ
群の体力順位と比較してより強い順位傾向が示された。

Ⅳ．考察

1．健康感と運動不足感をそれぞれ有する学生の割合
本研究で対象とした大学生男子新入生において、全

表 3 　健康感尺度の順序による体力比較

全体 Ⅰ健康 Ⅱどちらかというと
健康

Ⅱどちらかというと
不健康 多重比較

（Tukey
-Kramer 法）

トレンド
検定の

P 値n=105 n=38 n=50 n=17#

平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）
体格項目
　身長［cm］ 171.8（5.8） 171.9（5.4） 172.2（6.1） 170.4（5.8） ― .313
　体重［kg］ 61.2（7.8） 61.1（7.3） 61.7（8.4） 60.2（7.1） ― .969
　BMI［kg･m-2］ 20.7（2.5） 20.7（2.4） 20.8（2.7） 20.7（2.4） ― .721
体力項目
　立位体前屈［cm］ 9.8（7.2） 10.9（5.8） 10.3（7.3） 6.1（8.6） .087
　握力（左右平均）［kgf］ 39.5（5.8） 41.5（6.1） 39.2（5.5） 36.3（4.9） Ⅰ＞Ⅲ .003**
　上体起こし［回･（30秒）-1］ 30.2（5.9） 30.7（5.4） 30.6（6.2） 28.1（6.4） ― .345
　垂直跳び［cm］ 56.1（8.1） 57.1（7.8） 56.8（7.8） 51.6（8.6） ― .068
　最大酸素摂取量［ml･kg-1･min-1］ 44.7（4.6） 44.4（3.4） 45.6（4.8） 43.0（5.8） ― .995
＊： P<0.05、＊＊：P<0.01
#： 「Ⅲどちらかというと不健康」には、１名の「Ⅳ不健康」を含む

表 4 　健康感と運動不足感の組み合わせによる体力比較

全体 A［健康感あり］かつ
［運動不足感なし］

B［健康感あり］かつ
［運動不足感あり］

C［健康感なし］かつ
［運動不足感あり］¶ 多重比較

（Tukey
-Kramer法）

トレンド
検定の

P 値n=105 n=21 n=67 n=17
平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD） 平均値 （SD）

体格項目
　身長［cm］ 171.8（5.8） 172.2（5.6） 172.0（5.9） 170.4（5.8） ― .243
　体重［kg］ 61.2（7.8） 60.5（7.6） 61.7（8.0） 60.2（7.1） ― .716
　BMI［kg･m-2］ 20.7（2.5） 20.4（2.4） 20.9（2.6） 20.7（2.4） ― .464
体力項目
　立位体前屈［cm］ 9.8（7.2） 11.8（6.3） 10.2（6.8） 6.1（8.6） A>C .018*
　握力（左右平均）［kgf］ 39.5（5.8） 41.1（4.3） 39.9（6.2） 36.3（4.9） A>C .015*
　上体起こし［回･（30秒）-1］ 30.2（5.9） 31.3（5.0） 30.4（6.0） 28.1（6.4） ― .075
　垂直跳び［cm］ 56.1（8.1） 58.4（7.6） 56.5（7.8） 51.6（8.6） A>C .017*
　最大酸素摂取量［ml･kg-1･min-1］ 44.7（4.6） 47.5（3.1） 44.3（4.3） 43.0（5.8） A>B,A>C .000**
＊： P<0.05、＊＊：P<0.01
¶： C 群［［健康感なし］［運動不足感あり］は表１のⅢ群「どちらかというと不健康」と構成員は同じ同一集団である
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体の８割以上が肯定的な健康感をもっていた（表１のⅠ
群（健康）+Ⅱ群（どちらかというと健康））。大学生を
対象とした他の調査では、肯定的な健康感を有する割合
は７割～８割以上３）25）31）と報告されており、本研究の
結果はこれらの範囲内であった。一方、本研究において
運動不足感を有する割合も全体の８割おり（表１）、他の
報告における７割～９割以上と同程度であった14）32）33）。
このように、本研究を含め従来の報告においては、良好
な主観的健康感を有することが必ずしも良好な運動状
況を反映しているとは限らないという結果のものが少
なくない。すなわち、このような健康評価のままでは、
健康のために運動を奨励することについての説得力は
乏しいと言わざるを得ない。

一方、運動不足は健康と大きく関係し、現代社会にお
いてますます重要視されてきている。藤沢によれば、成
人男性の運動不足感は、形態、体力および食習慣の評
価を行う場合に有用性があることが示唆された34）。さら
に、女子大学生対象の研究では、健康の三要素について
の不足感（運動不足感、休養不足感、栄養不足感）のう
ち運動不足感をもつ者が最も多く、また、運動を「して
いる」者は「していない」者より運動不足感を「感じな
い」者が多くみられ健康度が低いと報告されている24）。
しかし、運動不足感そのものを、健康度を評価するもの
さし（またはその一部）として扱っている研究は筆者が
知る限り見当たらない。そこで、本研究では健康感と運
動不足感の組み合わせによる多段階健康尺度の作成を
試みた。

2．  健康感と運動不足感の組み合わせによる健康関連
指標についての比較

表１の健康感尺度について、健康度が高いほど運動
不足感の訴え率が低かったことから、健康は運動と正
の相関性があると考えられる。しかし、健康感を有して
いるのに同時に運動不足感も有している学生の割合は、
健康度が最良のⅠ群（健康）においても７割以上にのぼ
り、健康と運動との間の正の相関性イメージと矛盾して
いた。この理由としては、従来の健康感のみの尺度で
は、運動の健康に及ぼす効果が十分に反映されていな
いことがあげられる。その結果、この尺度のままでは、
健康度をより高めるために運動を増やす動機づけには
なりにくいことが予想される。

そこで、本研究では、健康感と運動不足感を組み合わ
せた尺度をつくることで、健康に対する運動の重要性を
より反映できるのではないかと考え、その尺度における
健康度各段階の特徴について、各種健康関連指標や体
力水準を比較することによって検証を試みた。まず、本
研究で用いた健康・運動関連の各指標（健康関連７項

目、運動関連２項目）について、それらが従来の健康感
のみの尺度とどの程度関連しているかを、健康感の良好
な順に並べた３群間で比較した（表１）。各指標の順位
結果を総合すると、Ⅰ群（健康）が最良で、Ⅱ群（どち
らかというと健康）は中間、Ⅲ群（どちらかというと不
健康）が最も悪いという順序となった。この結果から、
表１における健康感尺度の良好順位は各指標によって
示される健康状態の良好順位とほぼ一致することが確
認された。このことから、本研究で健康・運動関連指標
として用いた各項目（表１～表４）は、健康感を多段階
に評価する上で十分に妥当性を有していると考えられ
る。次に、健康感と運動不足感を組み合わせた３群（A

群、B 群、C 群）の間で、上述の各指標についてそれぞ
れ比較した（表２）。その結果、表１の健康感のみの尺
度の３群（Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群）における順序に比較して
総合的にみると傾向としてはやや弱いが、A 群（［健康
感あり］［運動不足感なし］）、B 群（［健康感あり］［運
動不足感あり］）、C 群（［健康感なし］［運動不足感あ
り］）の順に各健康関連指標によって表わされる健康状
態も良好であることが示された。さらに、表１の健康感
のみによる尺度と表２の健康感と運動不足感を組み合
わせた尺度によるそれぞれ同順位群（Ⅰ群と A 群、Ⅱ群
と B 群）を比較すると、各指標についての結果にそれぞ
れ大きな違いはみられなかった。なお、残るⅢ群と C 群
については両者が同一群であるため比較する意味がな
い。以上の結果、健康感と運動不足感を組み合わせた３
段階の健康尺度（表２）は、健康感のみの３段階の尺度

（表１）と比較して、健康・運動関連指標について同様
の順序傾向を示しており、総合的な多段階健康尺度とし
て扱うことが可能であることが示唆された。

3．健康感と運動不足感の組み合わせによる体力比較
日本の大学教育の果たす役割として、生涯にわたっ

て健康な社会生活を送るために必要な基礎的な体力を
獲得させておくこと、そしてその体力を維持するため、
運動不足に陥らないようにすることも同様に重要であ
る35）。

体力は健康感または健康関連指標の良否と関連する
ものと考えられ13）14）15）18）、男女の大学新入生を対象と
した調査では、運動頻度が高い場合は、低い場合に比
べて、健康感をもつことがより高い体力水準と関連して
いると報告され18）、一般的に健康度が良好なほど体力も
高い傾向にある。そこで、本研究においても両者間に同
様の関連があるかについて、前述の健康感を用いた２種
類の尺度における各健康度別の体力水準をそれぞれ比
較検討した。その結果、まず健康感のみの尺度において
は、全体的な体力水準の傾向として、Ⅰ群（健康）は最
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も高く、Ⅱ群（どちらかというと健康）は中間で、Ⅲ群
（どちらかというと不健康）は最も低い体力水準を示し
た（表３）。このことから、本研究の分析対象者の健康
感と体力の関係についても、健康度が良好なほど体力も
高い傾向にあることが示された。次に、健康感と運動不
足感を組み合わせた３群間の比較結果では、すべての
体力項目について、水準の高い順にそれぞれ A 群（［健
康感あり］［運動不足感なし］）、B 群（［健康感あり］［運
動不足感あり］）、C 群（［健康感なし］［運動不足感あ
り］）となり、この順位傾向は上体おこしを除く４項目そ
れぞれについて有意であった（表４）。表３において有
意な順位傾向を示した項目が１項目（上体おこし）のみ
であったことから、健康感と運動不足感を組み合わせた
健康度尺度の方が、健康感のみの尺度に比較して、体力
との関係がより明確であることが示された。さらに、表
３の健康感のみによる尺度と表４の健康感と運動不足
感を組み合わせた尺度によるそれぞれ同順位群（Ⅰ群と
A 群、Ⅱ群と B 群）を比較すると、握力以外の全体力
項目において A 群の平均値が I 群より高く、一方、それ
とは逆に B 群の平均値はⅡ群よりやや低い値を示した。
このことから、２つの多段階健康尺度においてそれぞれ
最高健康度を表すⅠ群と A 群について、A 群（［健康感
あり］［運動不足感なし］）がⅠ群（健康）に比較してよ
り高体力の特徴を有していることが示された。以上の結
果から、健康感と運動不足感を組み合わせた尺度は、健
康感のみの尺度に比較してより体力水準の違いが強調
された尺度になっていることが確認された。 

表４において、A 群（［健康感あり］［運動不足感な
し］）と B 群（［健康感あり］［運動不足感あり］）の比較
から、両者の体力差は運動不足感の有無の違いに関係
していると考えられる。先行研究においても、30～50代
のサラリーマン男性を対象とした運動不足感の調査で、
体力（最大酸素摂取量、上体おこし、立位体前屈、握
力、閉眼片足立ち、および全身反応の６項目）は、いず
れの年齢においても「運動不足感」をもつ者がもたない
者より劣る傾向にあった34）。本研究の表４における運動
不足感の有無は、表２の運動頻度の少ない（週２日以
下）人の割合の違い（A 群28.6%、B 群89.6%）を反映
しているのは明らかであり、この運動頻度の違いが A・
B群間の体力差をもたらしている有力な理由であると考
えられる。このことから、大学生活に健康教育を実施す
る際には、健康指導のみならず、運動実施に対する啓発
と支援の必要性が示された。

大学生のライフスタイルについての最近の調査によ
れば、2017年卒学生のスマートフォン保有率は97.4％と
過去最高となっており36）、また、より低年齢の生徒を
含めてネット依存問題となっている37）。このような状況

で、さらなる運動実施の減少が危惧される。本研究の結
果から、主観的な健康感の有無と運動不足感の有無を
組み合わせた多段階尺度は、従来の主観的健康感のみ
の尺度に比較して運動や体力の影響をより反映した健
康度の段階を設定できることが明らかとなった。これに
より、健康評価後の運動奨励や体力増進方策について、
より強い根拠に基づいた動機づけが行えることが期待
できる。今後の課題として、本研究で得られた結果が、
大学男子新入生に特有の現象なのか、それとも女子学
生や他の年齢層においても共通にみられるのかについ
て明らかにすることが必要である。
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