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体力の加齢変化構図の時代的変化
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Secular trend in change of physical strength with age according to school
year progress of female students in National Defense Academy of Japan
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【Abstract】
The National Defense Academy serves as the core of national defense, and while
there are reports of physical strength at the National Defense Academy, no process of
improvement has been shown. In this study we measured the physical strength (50 m
sprint, standing long jump, softball throw, modified pull-ups, 1,000 m run) of first to
fourth year female students of the National Defense Academy in 2004 and 2011, and
applied third-order polynomials in an investigation of the composition of change with
progression through the school years. The results were as follows. Standing long jump,
softball throw and modified pull-up records showed a trend for improvement with
progression through the school years in 2004. Records for the 1000m run and modified
pull-ups showed improvement trends with progression through the school years in 2011.
There were no significant differences in the results for the 50m sprint in either 2004 or
2011. Next, we looked at the movement of the velocity curve, which is a differential,
using a change composition that is basically shown with second-order polynomials. In
a comparison of 2004 and 2011 the modified pull-ups showed velocity curves that had
reversed concavity and convexity in the two years. That is, in 2004 second and third year
students showed significant increases, whereas in 2011 second and third year students
showed gradual decreases. The above findings that the physical strength of National
Defense Academy students improved with the physical education program at the National
Defense Academy may be valuable at least for national defense measures in Japan.
1 ）National Defense Academy of Japan
2 ）Graduate School of Business Administration and Computer Science, Aichi Institute of Technology
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の高等専門学校の学生を対象とした体力と運動実
施状況との関係を調査した研究は貴重である。

青少年の体力低下問題の延長上に中高年の運動

日本の学校教育では男女平等を原則としている

不足が叫ばれて久しい。内閣府大臣官房政府広

が、ジェンダー・バイアス（芹澤、2009；朴木、

報室（online）では、体力・スポーツに関する世

1997；武井、1997；井谷、1997；飯田、1997）も

論調査が行われ、7 割以上の成人が運動不足を感

あり、運動に対する取り組み方には、男女差が生

じ、調査の度に運動不足の割合が高まっている。

じている。ホルモンの影響もあり、男女差の出現

成人から見た場合、子供のスポーツや外遊び環境

は致し方ないが、女子高生や大学生は体力測定を

の悪化率は 6 割を超え、子供が自由に遊べるス

すると、あまり積極的ではなく、意図的に力を抜

ペース、時間、仲間等の減少が報告されている。

くため、正確な体力データ確保は限られる場合も

小中学生を対象とした文部科学省（online 1）の

ある。汗をかいて必死にがんばる姿が、かっこわ

調査では、体力の維持・向上の取り組みを行って

るいと思う雰囲気があり、指導者も、怪我をされ

いる学校は、体力テストの合計点数が高く、１週

ては困るので、そのような雰囲気を認める可能性

間の総運動時間の多い児童生徒は、体力、運動や

がある。引原ら（2007）は、思春期後期以降は、

スポーツに関する関心が高いと報告されている。

運動に要した時間が体力を説明する重要な因子で

中央教育審議会（2008）では、子どもの体力・運

あり、強い運動刺激が体力の優劣に関与する可能

動能力の二極化が問題視され、学習指導要領の

性を示唆している。思春期後期でなくとも、年齢

改善が指摘されている。厚生労働省（online）で

にかかわらず積極的な身体活動により、体力保持

は、国民健康栄養調査が行われ、成人で運動習慣

の可能性が示唆されている（樋口ら、2008；八田

者（１回 30 分以上の運動を週 2 日以上実施し、

ら、1985； 宮 下 ら、1983； 小 宮 田 章 夫、1981）。

１年以上継続している者）は、男性 35.0％、女

したがって、高校卒業までに体力が低下した女子

性 29.2％であるが、30 代の男性が 17％、20 代の

大学生であっても、大学入学後に運動習慣を身に

女性が 9.5％と特に低い数値を示している。こう

つけることで体力を維持向上させる構図は描ける

した現状に対し文部科学省（online 2）では、今

であろう。

後の我が国のスポーツ政策の基本的方向性を示

一般の女子大学生と同じ年代でありながら、継

す「スポーツ立国戦略」が策定されている。その

続的に、半ば強制的に運動を行っている集団が士

中で、
「ライフステージに応じたスポーツ機会の

官候補生たちである。士官候補生の体力について

創造」として「子どもの体力向上に向けたスポー

は、国益にかかわることでもあり、常に向上が求

ツ機会の充実等の取組の推進」が謳われており、

められる。士官候補生を追跡した研究には、韓国

1985 年頃から長期的に子どもの体力向上施策を

の海軍士官学校女子学生 1 学年から 4 学年までを

目指すと同時に、総合型地域スポーツクラブを活

対象としたもの（Fujii et al, 2011）があり、垂直

用し、
「若者をはじめとした成人のスポーツ参加

跳びと握力において向上が認められたと報告され

機会の拡充」を目指している。

ている。アメリカ軍の士官学校においては男女共

こうした状況の中、毎年多くの大学では、新入

通で、腕立て伏せ、腹筋、距離走を用いた体力テ

生を対象とした体力測定が行われている。これら

ストを行っているが、テストの目的が健康を評価

データを活用して、大学生の体力に関する研究で

し、肥満を減らすことにあるため、在学中の全学

は、新入生を対象とするもの（八田、2001；新名、

生の体力の向上を追跡した報告は見られない。し

2001；井上ら、
2001；八田、
2002；松元、
2002；佐々

かしながら、少数の被験者を用いた酸素摂取量、

木、2002）はあるが、学年進行にともなった体力

筋力、体脂肪率についてのトレーニング前後の

についての研究は少ない。医学生を対象とした斉

変化についての調査（Daniels et al, 1979; Daniels

藤（2001）の体力に対する生活習慣の影響を調査

et al, 1982）や、スポーツや体力と傷害との関係

した研究や、中ら（1994）
、島田ら（2003、2006）

についての調査（Cox et al, 1979; Cox et al, 1984;
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Waterman et al, 2010）により、男女による違いが

能な種目のみを実施した。学生の体格について

報告されている。日本では士官候補生学校として

は、防衛省（online）が示すように、入校時身長

防衛大学校の存在があり、体力に関する情報とし

が 150cm 以上、胸囲及び体重が身長と均衡を保

ては、各年度における全学年の体力測定結果報告

ち、肺活量が 2400cc 以上である。本研究は、こ

（防衛大学校総合教育群体育学教室、online）があ

の横断的データをもとに検討する。なお、被験者

る。防衛大学校の教育訓練の成否は、日本の国防

には事前に調査および測定の内容を説明し、これ

策にとって大変重要なことであり、国民の期待に

に対するインフォームドコンセントを得た。

応えるべく、学生たちは教育訓練に取り組んでい
る。その中で、特に女子学生については、男子学

２．体力測定

生とほぼ同じプログラムをこなすことになるた

本研究で取り上げた防衛大学校の体力測定項目

め、男子学生以上に緊張感があり、意図的に力を

は、50m 走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、斜

抜くということは難しい環境に置かれている。体

懸垂および 1000m 走であった。測定値は、秋季

育教育については、様々な身体教育プログラムが

の 10 月から 11 月にかけて実施された全学生対象

設けられている。しかし、防衛大学校の身体的能

の体力測定の結果を使用した。50m 走について

力の向上プロセスについては、ほとんど情報がな

は、電子ピストル（molten 製 mt-eps）を用いてス

い。そこで、防衛大学校に入校してから、女子学

タートし、ストップウォッチを用いた手動計時で

生の体力・運動能力が加齢によりどのように変化

フィニッシュタイムを計測した。立ち幅跳びにつ

するかその構図の検証が必要である。その構図が

いては砂場の縁に足を引っかけた状態からの跳躍

検証されることにより防衛大学校の身体教育プロ

を行い、砂場の縁からの跳躍距離を計測した。ソ

グラムの改善に対する基礎的な情報を提供するこ

フトボール投げについては、直径 2m の円の中か

とができる。身体教育プログラムの改善を視野に

らはみ出ないように、2 号ボールの投擲を行い、

入れるとすれば、現在の体力の学年進行にともな

投擲距離を計測した。斜懸垂については、鉄棒の

う加齢変化の検証はもちろん、過去の体力の加齢

高さを乳頭の高さとした。姿勢は、両手の間隔を

変化とを比較検証することにより、その時代的変

肩幅にして鉄棒を握り、腕と胴の成す角が 90 度

化による体力の加齢変化を明確にすることが必要

になるように両足を前に出し、踵をそろえて地面

であろう。したがって、本研究は防衛大学校にお

につけた。腕を伸ばした姿勢から鉄棒が身体に触

ける現在と過去の学年進行にともなう体力データ

れるように十分に腕を曲げ、続いて伸ばし、こ

に対して 3 次多項式を適用し、微分して導かれる

の運動をおおむね 2 秒に 1 回の割合で繰り返し、

2 次多項式の挙動から加齢変化における時代的変

屈曲回数を計測した。50m 走および 1000m 走は、

化を検証するものである。

屋外全天候型陸上競技場を使用し、50m 走は直
線走路を走り、1000m 走は、トラックを 2 周と

Ⅱ．方法

200m 走り、それぞれに要した時間を計測した。
被験者は、30 から 40 名程度の班に分かれ、測定

１．対象

前に十分ウォーミングアップを実施し、種目間移

被験者は、防衛大学校の学生、2004 年度の 1

動と待ち時間を休息とした。1000m を除く種目に

学年から 4 学年までの女子 110 名、2011 年度の 1

ついては、班ごとに実施種目をローテーションし

学年から 4 学年までの女子 143 名であった。学生

ながら実施し、1000m は最後に実施した。

の内訳は、2004 年度では 1 学年 28 名、2 学年 31
名、3 学年 24 名、4 学年 27 名であり、2011 年度
で は、1 学 年 54 名、2 学 年 33 名、3 学 年 24 名、

３．身体教育プログラム
防衛大学校では、体力測定、週に 1 回（90 分）

4 学年 32 名であった。外傷または障害のある被

の体育授業、校友会活動（クラブ活動）
、各種競

験者は、健常である部位の測定について、実施可

技会および訓練が主な身体教育プログラムである。

66

スポーツ健康科学研究

体力測定は、学生自身が体力の現状を把握し、

第35巻

2013年

Table 1 Daily Schedule (Monday through Friday)

自主的な体力向上の動機を与え、体育教育への反

6：00

Reveille

映を目的として実施されている。1、4 学年が春に、

6：05

Roll Call

6：35−7：20

Breakfast

8：00

Morning Colors (Raising a National Flag)

8：30

Morning Classes Begin

全学年が秋に実施している。つまり 1、4 学年は
年に 2 回、2、3 学年は年に 1 回体力測定を実施
している。各学年で男女別に到達目標値があり、
学年が上がるごとに到達目標値が高くなるように
設定されている。女子の学年別到達目標値（50m
走、1000m 走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、
斜懸垂の順に示す）は、1 学年（9 秒 4、5 分 07
秒、162cm、9m、1 回）、2 学年（9 秒 3、5 分 01 秒、
166cm、11m、5 回 ）
、3 学 年（9 秒 1、4 分 49 秒、
174cm、14m、15 回）
、4 学年（8 秒 9、4 分 37 秒、
181cm、18m、25 回）である。到達目標値に到達
できない学生には、年 2 回約 6 週間ずつの体力向
上プログラムが組まれ、朝と夕の課外時間および

11：40

Morning Classes End

12：00

Lunch

13：15

Afternoon Classes Begin

17：15

Afternoon Classes End

17：30

Evening Colors (Lowering a National Flag)

18：30

Extracurricular Activities End

17：30−19：15 Bath
18：00−19：15 Dinner
19：25

Roll Call

20：00−22：10 Private Study Hours
22：30

Taps

Classes are not held on Saturdays, Sundays, and holidays.

該当する学生の授業のない時間にトレーニングを
行い、定期的に体力測定を行って、体力の向上を
促している。
体育授業は必修科目であり、最初の 3 年間で、
個人（陸上競技、体操、水泳、フィジカルトレー
ニング）
、球技（バレーボール、バスケットボー

（4 学年）および断郊（クロスカントリー）競技
会（3 学年）が行われ、それぞれ課外時間を活用
しトレーニングを行い、競技会での勝利を追求し
ている。
訓練は、学年ごとまたは陸海空要員により年間

ル、サッカー、ラグビー）、武道（剣道、銃剣道、

の時間数に違いはあるが、月に 2 〜 4 回（1 回 90

柔道、空手道）のそれぞれから 2 種目ずつ選択し

分）行われており、座学が中心であるが、体を使

て履修し、4 学年は、生涯体育としてふさわしい

う訓練をすることがある。また、長期の訓練（体

運動能力を身につけさせることを目的とした運

を使うことが多い）として、4 月に春季定期訓

動または種目（ソフトバレーボール、バドミント

練（1 週間）、7 月に夏季定期訓練（4 週間）が行

ン、テニス、卓球等）を女子体育として履修して

われ、さらに 1 学年は、10 月に秋季定期訓練（1

いる。また、1、4 学年において、体力測定の結

週間）
、3、4 学年は、12 月に冬季定期訓練（1 週

果が到達目標に達していない学生は、教官と面談

間）、2 学年は、1 月に冬季定期訓練（1 週間）が

を行い、必要に応じて 1 クラス最大 30 名程度の

行われる。1 学年の夏季定期訓練は、プールおよ

体力指定クラスが設けられ、対象者は、通常の種

び海面において遠泳訓練を行い、最後に海上での

目が選択できず、授業で体力向上のための指導が

8km 遠泳を行っている。2 学年の冬季定期訓練は、

行われている。

スキー訓練を行っている。

校友会活動は、学生の自主活動であるが、1、2

2004 年度は、上記のプログラムが行われてい

学年は、運動部に所属し活動することになってい

たが、2010 年度入校者からは、入校予定者に配

る。学生の１日のスケジュールを Table 1 に示す。

布する入校案内に体力測定についての具体的な目

校友会活動の時間は、授業後から 18 時 30 分と

標値を記し、入校までに目標値に到達できるよう

なっており、多くの学生が 16 時 30 分ごろから活

運動を促すようにした。また、2011 年度からは、

動を始めることから毎日約 2 時間の活動ができる。

1 学年の最初の授業において、短距離走の走り方

各種競技会は、
4 月にカッター競技会（2 学年）、

や持続走等のトレーニング法の講習を行い、体力

9 月に水泳競技会（全学年）、3 月に持続走競技会

測定への動機付けを行っている。さらに 1 学年に
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は、初年時教育として、基礎的運動能力向上、学

（ 1−2 ）（ 1−3 ）の両式を使って防衛大学校

年内のコミュニケーションの向上、科学的トレー

女子学生の体力の学年進行にともなう加齢変化の

ニング方法の習得を目指し、通常の授業に加え、

記述を試みる。

入校後 2 ヶ月間に 4 〜 5 回の補習を行っている。
３）多項式の次数決定について
本研究における各学年は 1 学年、2 学年、3 学年、

４．解析手法

4 学年の 4 点であり、通常これら 4 点に多項式を

１）分散分析
測定によって得られた 2004 年度と 2011 年度の

適用させる場合、観測データ点を必ず通過するよ

各学年における 50m 走、立ち幅跳び、ソフトボー

うに補間として構成するならば 3 次多項式を適用

ル投げ、斜懸垂、1000m 走について統計値を算出

するわけであるが、また必ずしもデータ点を通過

する。そして、4 学年にわたる体力の統計値につ

しなくても良いように構成しようとするならば、

いて、それぞれの年度内で加齢変化を検討するた

最小二乗近似法による 2 次または 3 次多項式の適

め、一要因分散分析（ANOVA）を適用する。

用を考える場合もある。今回の解析では曲線傾向
における変化量を検討する必要があり、そのため
には元の関数の微分を導く必要がある。そこで本

２）多項式の導出方法
ANOVA によって有意差が導かれた項目につい

研究では 3 次多項式を適用させた場合、一次導関

て、1 学年から 4 学年までの各体力の平均値に対

数（微分）は 2 次となり変曲点（極大、極小）を

して 3 次の多項式を適用する。その多項式の導出

導くことができる。したがって、本研究では 3 次

方法を述べる。

多項式を適用することにする。

今、x 軸上にある n 個の標本点、x 1、x 2、……、
xn が与えられているとする。x 1、x 2、……、xn は

４）防衛大学校生の体力の学年進行にともなう加

相異なる点であることはいうまでもない。このと

齢変化記述に対する多項式の適用
①測定データ｛（ti, yi）：i ＝ 1, 2, 3, 4 ｝を得る。

g x）と言う関
き、これらの標本点を繋いだ、ある （
g x）に一致するような n−
数を想定すれば、その （

ここでは、ti は学年、yi は体力の現量値とする。

n
1 次の多項式 f（x）を１つ定めることができる。

学年は 1 学年から 4 学年までなので、実際の年次
軸（横軸）にも 1 学年から 4 学年の学年を適用さ

先ず、多項式の一般式を以下に示すと
 1−1 ）
f
（x）
＝a 0 ＋a 1 x＋a 2 x 2 ＋……＋a n-1 x n-1（
また、
（ 1−1 ）式は（ 1−2 ）式のように表さ
れる。

② 4 つの未知数を持つ連立一次方程式を構成す
る。
y（ t）＝a 3 t 3 ＋a 2 t 2 ＋a 1 t 1 ＋a 0

n-1

f
（x）
＝

せることにする。

a i x i

（ 1−2 ）

（ 2−1 ）

③上式に実際の観測値 1 学年、2 学年、3 学年、
4 学年に対応する体力の現量値：y1、y2、…、y4

i =0

学年別の体力値データに適用する。上式によって

を代入して方程式を解く。
④ 求 め ら れ た 係 数 a0、a1、a2、a3 を（ 2−1 ）

導かれた曲線は現量値曲線として扱われる。そし

式に代入して、適当な学年間隔（ 1 年間隔）で計

て、上式を微分することにより得られた曲線は速

算し、コンピューターシミュレーションする。

上式のようになり、この式を実際に与えられた

度曲線となる。
（ 1−2 ）式を微分すると以下のよ

⑤発育速度曲線を導くために、（ 2−1 ）式を微
分すると以下の式になる。

うになる。
n-1

f
（x）
＝

ia i x（i-1）
i =0

（ 1−3 ）

y'（t）＝3a 3 t 2 ＋2a 2 t 1 ＋a 1 

（ 2－1 ）

⑥同じようにして、（ 2−2 ）式に求められた係
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数 a1、a2、a3 を代入して④と同様にコンピューター

検討する。さらに元の関数の微分曲線から変

シミュレーションする。

曲点を求め、学年進行にともなう加齢変化を
'' ＝df '
検討する。変曲点は第 1 次導関数 f （t）

以上多項式の適用方法にしたがって実際のデー

（t）
/dt＝0 の挙動により、局所的な凹部と凸

タに対して多項式を当てはめてみる。
先ず、2004 年度の立ち幅跳びを例にとると、

部を判断する。
6 ）年度間の比較として、対応学年間で、対応の
ない場合の t 検定を行う。有意水準について

以下にそのサンプルデータを示す。
2004 年度 1 学年から 4 学年までの立ち幅跳び

は P＜0.05 とする。

のデータ
1 学年

182.14（cm）

2 学年

191.16（cm）

3 学年

194.13（cm）

4 学年

199.04（cm）

Ⅲ．結

果

１．2004 年度、2011 年度における学年進行にと
もなう体力の変化構図
Table2 は 2004 年 度 お よ び 2011 年 度 の 各 学 年

以上のデータに対して、3 次多項式を適用する
と以下の 3 次多項式が導かれる。

おける各学年間での一要因分散分析を実施した結

y t）
（
＝1.33384 t 3－11.03041 t 2＋32.77278 t 1
＋159.06665

（ 2－3 ）

（ 2−3 ）式を微分すると、以下の式になる。
y’
（t）＝ 3×（1.33384）t 2＋2×（−11.03041）t 1
＋32.77278

における体力の統計値である。これら体力項目に

（ 2−4 ）

以上の関数により描かれたグラフは Fig 1 に示

果、2004 年度は、立ち幅跳び、ソフトボール投
げおよび斜懸垂において、2011 年度は、斜懸垂
および 1000m 走において有意差（P＜0.05）が認
められた。さらに多重比較により、2004 年度は、
立ち幅跳びでは、1 学年と 3、4 学年の間に、ソ
フトボール投げでは、1、2 学年と 4 学年の間に、
斜懸垂では、2 学年と 3 学年の間に有意差が認め
られた。2011 年度は、斜懸垂では、1 学年と 4 学

してある。

年の間に、1000m 走では、2 学年と 4 学年の間に

５．解析の手続き

年度と 2011 年度における各学年の体力平均値に

有意差が認められた。有意差の認められた 2004
1 ）2004 年度、2011 年度の 1 学年から 4 学年ま
での体力の統計値を算出する。
2 ）2004 年 度、2011 年 度 の 1 学 年 か ら 4 学 年

対して 3 次多項式を適用した結果（Fig 1〜 5 ）
、
2004 年度は、立ち幅跳びとソフトボール投げに
おいて漸次増大傾向を示し、斜懸垂については、

までの体力（50m 走、立ち幅跳び、ソフト

曲線の波動が大であった。2011 年度は、斜懸垂

ボール投げ、斜懸垂および 1000m 走）のそ

において漸次増大傾向を示し、1000m 走において

れぞれの年度内における分散分析を行う。有
意水準については P＜0.05 とする。

曲線の波動が大となった。

3 ）学年間における分散分析の結果、有意差が認
められた項目について、Tukey の HSD 法に
より多重比較検定を行う。

２．2004 年度および 2011 年度における学年進行
にともなう体力の加齢変化速度曲線の比較
2004 年度および 2011 年度における体力の学年

4 ）年度内の学年間における分散分析の結果、有

進行にともなう加齢変化について、3 次多項式の

意差が認められた項目について、1 学年から

微分としての 2 次多項式が示す速度曲線は Fig 1

4 学年までの体力の平均値に対して 3 次の多

〜 5 に示してある。年度の比較においては、斜懸

項式を適用する。
5 ）多項式による解析を実施し、その曲線傾向を

垂のみが比較可能であるが、2004 年度と 2011 年
度では、速度曲線の挙動において凹凸が逆になっ

和泉・藤井・伊藤：防衛大学校女子学生の体力加齢変化構図

ており、2004 年度は、2 学年から 3 学年の伸びが
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３．2004 年度、2011 年度における各学年の体力

大きく、2011 年度は、2 学年から 3 学年にかけて

比較について

速度が負の値を示した。

2004 年度と 2011 年度における各学年の体力の

については、2004 年度の立ち幅跳びは、1、2 学

比較についてみると、各測定項目における各学
年の年度間での t 検定の結果（Table 2）
、有意差

年で顕著な増大を示し、3 学年はいったん落ち着

が認められた測定項目は、1 学年では、50m 走、

き、4 学年で再び増大を示している。2004 年度ソ

1000m 走および立ち幅跳び、2 学年では、50m 走、

フトボール投げについては、3 学年から 4 学年に

ソフトボール投げおよび斜懸垂、4 学年では、斜

顕著な増大を示していた。2011 年度 1000m 走に

懸垂であり、有意差の認められた全ての測定種目

ついては、特に 2 学年から 3 学年にかけて顕著な

で、2011 年度が優れていた。

単年度のみ描くことのできた加齢変化速度曲線

増大を示していた。
Table 2 Statistics of physical fitness tests at 2004 and 2011 (* = P<0.05, ** = P<0.01)
year
2004
50m sprint
(sec)

2011

2004
1000m run
(sec)

2011

2004
Standing
long jump
(cm)

2011

2004
Softball
throw
(m)

2011

2004
Modified
pull-up
(times)

2011

n
meam
SD
n
meam
SD
t-test
n
meam
SD
n
meam
SD
t-test
n
meam
SD
n
meam
SD
t-test
n
meam
SD
n
meam
SD
t-test
n
meam
SD
n
meam
SD
t-test

freshman
1
28
8.74
0.58
54
8.45
0.43
*
28
258.86
24.28
54
244.61
13.81
**
28
182.14
11.99
54
196.65
14.77
**
28
22.86
5.76
54
24.65
7.44
28
68.93
37.85
54
74.15
25.34

sophomore
2
31
8.55
0.53
33
8.28
0.37
*
31
246.77
21.75
33
251.12
21.13

junior
3

senior
4

23
248.61
17.07
24
240.79
18.63

27
244.74
18.31
31
239.23
16.32

31
191.16
15.66
33
198.00
15.81

24
194.13
15.75
24
201.25
13.39

27
199.04
13.55
31
205.06
14.10

31
23.19
6.93
33
28.42
10.31
*
31
57.19
24.38
33
83.82
18.08
**

23
24.09
6.73
24
25.83
6.06

27
28.59
8.56
32
28.28
8.41

23
80.26
17.66
24
79.92
22.70

27
74.78
20.64
32
87.66
13.43
**

23
8.66
0.37
24
8.44
0.40

ANOVA

27
8.41
0.40
31
8.33
0.34

* 2＞4

** 3, 4＞1

* 4＞1, 2

* 3＞2

* 4＞1
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Distance
Velocity

Number of time
Velocity

Fig 1 S
 ecular trend of standing long jump by cubic
polynomial and its development velocity at
2004

Fig 4 S
 ecular trend of modified pull-ups by cubic
polynomial and its development velocity at
2011

Distance
Velocity

Time
Velocity

Fig 2 S
 ecular trend of softball throw by cubic
polynomial and its development velocity at
2004

Fig 5 S
 ecular trend of 1000m run by cubic
polynomial and its development velocity at
2011

Ⅳ．考察
本研究では、防衛大学校女子学生 1 学年から 4
学年までの体力の変化を検討した。
2004 年度および 2011 年度の両年度において、
Number of time
Velocity

1 学年から 4 学年の記録に有意な差が認められ
な か っ た の は 50m 走 の み で あ っ た。 文 部 科 学
省（online 3） に よ れ ば、 女 子 の 50m 走 の 発 達
は、6 歳から 11 歳まで漸次向上傾向を示し、14

Fig 3 S
 ecular trend of modified pull-ups by cubic
polynomial and its development velocity at
2004

歳頃に停滞しその後は向上していない。走速度
や最高速度についても同様の傾向が見られ（加
藤ら、1994；宮丸、1995；猪飼ら、1963）、筋パ
ワー、脚筋力の発達についても、13 歳以降変化
が見られない（小林ら、1990）。また、筋断面積
の変化についても、前腕部、上腕部、下腿部お

和泉・藤井・伊藤：防衛大学校女子学生の体力加齢変化構図

よび大腿部すべてにおいて、13 歳から 17 歳にか
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は、2010 年度以降新たに加わった身体教育プロ

けて増加の程度が小さくなっている（Kanehisa et

グラムの反映により 1、2 学年の記録が比較的高

al, 1994）。筋力の発達には、性ホルモンの働きが

かったためであると考えられる。また、学年間に

強い影響を持っており、女性ホルモンの分泌が盛

有意差の認められた種目のうち、50m、1000m お

んになる高校生期になると、女子は明らかな発達

よび斜懸垂において、2004 年度は、2011 年度よ

の停滞がみられ、女性ホルモンの分泌が発達を抑

りも標準偏差が大きいことから、記録の上位と下

制するのは、主として速筋線維であると報告さ

位に差があり、2011 年度は、上位と下位の記録

れている（小林ら、1990）。女子エリートハンド

の差が小さく、まとまって記録が高かったと考え

ボールプレーヤーを被験者とし、シーズン中の

られる。そして、学年間に有意差の認められた種

5m と 15m のスプリント走の変化を追った研究

目のうち、立ち幅跳びおよびソフトボール投げ

（Granados et al, 2008）においても、変化が見られ

において、2004 年度は、2011 年度よりも標準偏

なかったと報告されている。こうしたことから、

差が小さく、まとまって記録が低く、2011 年度

思春期以降の女性がスプリント能力を向上させる

は、上位の学生の記録が全体の記録を押し上げた

ことは極めて難しいと推察できる。防衛大学校の

可能性が考えられる。小滝（1994）は、防衛大学

女子学生は、身体教育プログラムを通して、ある

校男子学生を対象として、体力測定に関する意識

程度運動をする環境に身を置いており、1 学年か

調査を行い、体力の優劣により大きな意識の違い

ら 4 学年までの記録に有意な差が認められなかっ

があり、体力の優れた学生ほど健康および体力に

た。こうしたことから、身体教育プログラムによ

対しての意識が高く、自信を持って生活してお

り、記録の低下はなく維持ができていたと考えら

り、体力の劣る学生は、健康や体力に対する理解

れる。しかしながら、50m 走の記録向上は難しい

不足により、生活に余裕がなく、時間に追われて

と言わざるを得ない。

いる様子が明らかとなったと報告している。今野

１学年から 4 学年の記録に有意な差が認めら

（1987）は防衛大学校男子学生を対象とした調査

れ、学年の進行にともなう体力の変化構図の描け

で、健康・体力・生活について、上級生ほど体力

た種目は、2004 年度の立ち幅跳び、ソフトボール

に関して自信を持ち、関心があり、適当に運動を

投げおよび斜懸垂、2011 年度の 1000m および斜

して、ゆとりを持った日常生活を送っていると報

懸垂であった。この結果から、2004 年度の 3 種目

告しており、同じ環境で生活する女子学生にも同

および 2011 年度の 2 種目については、学年の進

様の傾向があると考えられ、1、2 学年については、

行にともない向上する傾向が示され、身体教育プ

2011 年度の学生の方が体力についての意識が高

ログラムの成果が十分反映されたと考えられる。

かったことが推察される。

2004 年度と 2011 年度における各学年では、1

学年進行にともなう体力の加齢変化について、

学年の 50m 走、1000m 走および立ち幅跳び、2 学

2004 年度と 2011 年度で比較可能な斜懸垂につい

年の 50m 走、ソフトボール投げおよび斜懸垂、4

ては、速度曲線の挙動において凹凸が逆であっ

学年の斜懸垂において、すべて 2011 年度が優れ

た。すなわち、2004 年度は、2 学年から 3 学年の

ていた。特に 1、2 学年は、5 種目中 3 種目が優

間に最も記録を伸ばし、2011 年度は、1 学年から

れており、3 学年には違いがなく、4 学年は 1 種

3 学年にかけて伸びは低く、3 学年から 4 学年に

目のみであることから、2010 年度入校生から取

かけて伸ばしている。体力測定を行っている時期

り入れられた入校前の体力練成を促した入校案内

は、秋であり、4 学年は、校友会活動から引退し、

や、2011 年度入校生の入校直後の補習といった

卒業論文等、勉学中心の生活を送る傾向があり、

新たに加わった身体教育プログラムが、結果に反

記録を向上させるには、意識的に運動を継続す

映された可能性が考えられる。2011 年度は、立

る必要がある。逆に 2、3 学年は、校友会活動の

ち幅跳びおよびソフトボール投げにおいて学年

中心となり、最も体を動かせている時期であり、

間の記録に有意な差が認められなかった。これ

2004 年度は、この傾向が現れている。2011 年度
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の 1000m 走についても同様の傾向が現れている。

テストの測定結果（数値データ）だけでは判断で

2011 年度の斜懸垂については、こうした傾向と

きず、基礎的な身体動作がおぼつかない子、自分

は全く逆となっており、1、2 学年の記録が高かっ

の身体や動作に興味・関心を示さない子が増加し

たことが影響していると考えられる。立ち幅跳び

ているためと述べている。防衛大学校の体力測定

とソフトボール投げにおける 2004 年度の速度曲

においても、特に、目標値に到達できない学生に

線の挙動について、立ち幅跳びは 1、2 学年で、

対しては、窪（2012）が指摘するように、量的指

ソフトボール投げは、3、4 学年で顕著な変化が

標だけでなく、「どんなやり方をしたか」という

認められた。Glenmark et al（1992）は、加齢に伴

質的な指標で評価することも重要であり、今後検

う筋線維組成の発達は、女性と男性とで異なって

討する必要がある。

おり、収縮速度が遅く、持久性の高いタイプⅠの

本研究は、防衛大学校に入校した女子学生を対

割合は、女性において増加する傾向があると報告

象としたため、入校後、体力については厳しい環

している。小林ら（1990）も、高校生以降、女性

境に置かれることをある程度理解した上で入校し

ホルモンが分泌されることによって速筋線維の発

た学生たちである。そのことから、彼女たちは、

達が抑制され、筋パワー、脚筋力の発達について

体力には関心があり、体力向上に取り組む姿勢の

は、13 歳以降変化が見られないと報告している。

ある集団であるとも言え、4 年間で体力要素のい

また、投動作については、適切な時期にある程度

くつかは向上していることが確認できたが、対照

の経験や練習を積まないと上達が見られないとさ

群を設置できなかった。こうしたバイアスが考え

れる（桜井ら、1997）。つまり、瞬発系種目で記

られるため、一般の青少年が本研究のような構図

録を向上させることは難しいと考えられるが、防

を示すとは限らない。しかし、大学生を対象とし

衛大学校女子学生の立ち幅跳びとソフトボール投

た週１回の運動で体力を増加させられたという報

げは学年進行にともなって向上している。した

告もあり（林ら、2009；内田ら、2006）、一般の

がって、彼女らの体力に対する意識の高さや、体

学生たちでも体育授業を通して体力の向上が望め

力向上への取り組みがこのような要因と考えられ

る可能性を示唆している。本研究は、あくまでも

よう。

防衛大学校における体力の学年進行による変化を

体力測定の到達目標値は、4 学年において、同
年代の国民平均を上回ることを基準に考えられ

検討し、体力向上の構図を時代的な変化も含めて
提示したものである。

ている。各種目における 4 学年の到達目標値は、
50m 走が 8 秒 9、1000m 走が 4 分 37 秒（277 秒）、

Ⅴ．結論

立ち幅跳びが 181cm、ソフトボール投げが 18m、
斜懸垂が 25 回となっている。これらの基準と、

防衛大学校女子における 2004 年度と 2011 年度

2004 年度および 2011 年度の各種目の平均値を照

の 1 学年から 4 学年までの体力を測定し、学年進

らし合わせると、すでに 1 学年の時点で全ての種

行にともなう変化構図とその時代的変化を検討し

目において到達目標値を超えてしまっている。こ

た。その結果、2004 年度は、立ち幅跳び、ソフ

うしたことから防衛大学校女子学生の体力レベル

トボール投げおよび斜懸垂において、2011 年度

は、同年代の日本人女性と比較して、顕著に高い

は、斜懸垂および 1000m 走において学年進行に

と考えられる。学年が上がるごとに、到達目標値

ともなう変化が認められた。そして、その変化構

を高めているものの、1 学年次に 4 学年次の値を

図を検証するために 3 次多項式を適用して変化傾

超える学生が多いということは、現状の目標値で

向を解析した。その結果、2004 年度は、立ち幅

は、学年ごとの目標値としてはふさわしくないと

跳びとソフトボール投げにおいて漸次増大傾向を

いう問題点が浮上する。今後は、目標値の再設定

示し、斜懸垂については、2 学年から 3 学年で記

を行う必要があると考えられる。窪（2012）は、

録を伸ばす曲線となった。2011 年度は、斜懸垂

最近の子どもの運動能力低下の感触は、運動能力

において漸次増大傾向を示し、1000m 走において
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