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    日時：平成 28年 4月 23日（土） 

    場所：北海道大学医学部臨床大講堂 

    主催：一般社団法人日本体力医学会北海道地方会 

  



  



地 方 会 会 長 挨 拶 

 

 

一般社団法人日本体力医学会北海道地方会 会長 

国立大学法人北海道大学大学院 教授 

 水野 眞佐夫 

 

 

第 18 回日本体力医学会北海道地方会学術集会の開催を迎えるにあたり、ご挨拶申

し上げます。 

 今年度の学術集会は、例年の参加者数の動態に合わせて、会場を以前使用してい

た北海道大学医学部臨床大講堂に戻っての開催となりました。昨年度は 2 桁であっ

た一般演題の口頭発表は、残念ながら今年度においては 6 編となっています。これ

ら演題の研究領域は、子どもから高齢者の幅広い世代を対象とし、また、生体の自

律神経機能、免疫機能、筋・神経機能、高次神経活動など健康・運動・栄養に深く

関わる多様性のある分野にわたり、若手・中堅の地方会の会員の皆様の日頃の研究

活動の一端に触れることができ、大変興味深いものとなっています。 

今回、特別講演にて講演される講師のお二人は、本地方会事務局が置かれている

北海道大学大学院教育学研究院からお迎えしています。今春着任されたばかりの山

仲勇二郎先生には時間生物学と体力医学について、また、一昨年赴任された阿部匡

樹先生には共同運動課題に焦点を当てた社会神経科学からのアプローチについてご

講演を賜ります。これを機会に参加者の皆様と共に活発な議論が行われることを期

待しています。 

毎年春に開催されるこの地方会学術集会での交流を通して、来る一年間が活気に

満ちた研究・教育の日々に繋がることを祈念して、開会のご挨拶とさせていただき

ます。 

平成 28 年 4 月 

  



  



第 18 回日本体力医学会北海道地方会 

学術集会日程 

 

平成 28 年 4 月 23 日（土） 

 

午前の部 

10：00～   受 付 

 

10：20～10：30  開会 

 

10：30～11：30  一般演題Ⅰ（3 題） 

 

11：30～11：50  日本体力医学会北海道地方会総会 

 

11：50～13：10  昼 食 

 

 

午後の部 

13：10～14：10  一般演題Ⅱ（3 題） 

 

14：10～14：20  休憩 

 

14：20～15：30  特別講演Ⅰ 

 

15：30～15：40  休憩 

 

15：40～16：50  特別講演Ⅱ 

 

16：50   閉会 

 

 

 

18：00～20：00   情報交換会・懇親会 

  



会場のご案内 

 

 

北海道大学医学部臨床大講堂 

 

〒060-0808 北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目 

ＪＲ「札幌駅」下車､徒歩 20 分 

市営交通・地下鉄南北線・東豊線「札幌駅」下車､徒歩 25 分 

市営交通・地下鉄南北線「北 12 条駅」下車､徒歩 15 分 

 

 

 

 

参加者へのお知らせ 

 
参加費 

 1,000 円 

 

受付 

 受付は午前 10：00 より開始いたします。 

 

抄録集 

 各自で事前にプリントアウトしたものをご持参いただくか、もしくはご自身の

PC・スマートフォン等にてご確認いただくようお願い申し上げます。 

 

情報交換会・懇親会 

 会場：詳細は当日配布 

 時間：18：00～20：00 

 会費：一般 4000 円、学部生・院生 2000 円 

 ※参加希望の方は当日の朝、受付にて会費をお支払いください。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病院正門より入構下さい  



演題プログラム 

平成 27 年 4 月 23 日（土）  

午前の部 

 

10：30～11：30 一般演題Ⅰ  

座長：森田憲輝 先生（北海道教育大学岩見沢校） 

 

 

10：30～10：50 

Ⅰ－1 

中高齢者における冬期の上気道感染症に身体活動と牛乳摂取習慣が与える影響 

村田浩美１，篠原翠１，石原暢１，内田健治 2，元島英雅 2，水野眞佐夫 3 

１北海道大学大学院教育学院，2よつ葉乳業株式会社中央研究所， 
3北海道大学大学院教育学研究院 

 

 

10：50～11：10 

Ⅰ－2 

スクワット運動の短縮性，伸張性局面の時間が運動後の主観的強度へ与える影響 

  柴田啓介 1，野坂和則 2, 瀧澤一騎 3，黒田裕太 1,4，水野眞佐夫 5 
   1北海道大学大学院教育学院, 2 Edith Cowan University, 3アスリーツ・ラボ,  
   4北翔大学生涯スポーツ学部, 5北海道大学大学院教育学研究院 

 

 

11：10～11：30 

Ⅰ－3 

男子高専生における運動習慣および生活習慣が 

午前の自律神経系活動に与える影響 

木本理可 1，塚本未来 2，東郷将成 3，神林勲 4，塩野谷明 5 

1旭川工業高等専門学校，2東海大学国際文化学部，3酪農学園大学大学院 

4北海道教育大学札幌校，5長岡技術科学大学 

 

 

 

 

11：30～11：50 日本体力医学会北海道地方会総会 

  



午後の部 

13：10～14：10 一般演題Ⅱ  

座長：小田史郎 先生（北翔大学） 

 

 

13：10～13：30 

Ⅱ－1 

子どもの健康関連体力に関わる身体組成の評価について 

木下美緒 1，大塚吉則 2，河口明人 3 
1北海道大学大学院教育学院, 2北海道大学大学院教育学研究院,  
3北海道科学大学保健医療学部 

 

 

13：30～13：50 

Ⅱ－2 

子どもにおけるテニスレッスンへの参加に伴う遂行機能の促進は 

良好な食行動と関連する 

石原暢 1，黒田裕太 1,2，江森雅記 3，菅澤繁美 4，松田祐介 4，水野眞佐夫 5 
  1北海道大学大学院教育学院, 2北翔大学生涯スポーツ学部 

  3株式会社アドヴァンテージ, 4名古屋グリーンテニスクラブグループ, 

  5北海道大学大学院教育学研究院 

 

 

13：50～14：10 

Ⅱ－4 

小学校低学年児童における敏捷性と注意機能との関連性 

森田憲輝 1，奥田知靖 1，菊地可央理 2，能戸麻亜子 1，長尾茉耶 1，志手典之 1 

    1北海道教育大学岩見沢校 
    2北海道教育大学大学院 

  



14：20～15：30 特別講演Ⅰ 

 

「時間生物学の基礎と体力医学へのメッセージ」 

山仲勇二郎 先生 

（北海道大学大学院 教育学研究院 健康体育学分野 准教授） 

 

 座長：水野眞佐夫 先生（北海道大学大学院教育学研究院） 

 

15：30～15：40 休憩 

 

 

15：40～16：50 特別講演Ⅱ 

 

「運動と社会性：共同行為に潜む“私”と“他者”」 

阿部匡樹 先生 

（北海道大学大学院 教育学研究院 健康体育学分野 准教授） 

 

 座長：柚木孝敬 先生（北海道大学大学院教育学研究院） 

 

 

 

 

16：50 閉会 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

一 般 演 題 

 

 

抄 録 
  



Ⅰ－1 

中高齢者における冬期の上気道感染症に身体活動と牛乳摂取習慣が与える影響 

○村田浩美１、篠原翠１、石原暢１、内田健治 2、元島英雅 2、水野眞佐夫 3 
１北海道大学大学院教育学院、2よつ葉乳業株式会社中央研究所、 

3北海道大学大学院教育学研究院 

 

【目的】身体運動と牛乳飲用の習慣化は免疫機能を向上させることが先行研究によ

り報告されているが、寒冷地におけるこれらの習慣形成が上気道感染症に及ぼす効

果は明らかになっていない。本研究は中高齢者を対象として、冬期の身体活動と牛

乳摂取習慣が上気道感染症の罹患回数に与える影響を明らかにすることを目的とし

た。 

【方法】平均年齢 66 (44-88) 歳の男女 80 名 (男性 27 名、女性 53 名) を対象とし

て、牛乳摂取量と身体活動量について質問紙調査を実施した。冬期 (10-3 月) に上

気道感染症に罹患した回数を自己記入式により調査した。対象者は、期間中に一度

でも上気道感染症に罹患した者 (罹患群) と一度も罹患しなかった者 (非罹患群) 

に分類した。統計処理は、身体活動量は 3 (強度：低強度、中等度、高強度) ×2 (性

別)×2 (群：罹患、非罹患) の 3 要因、牛乳摂取量は 2 (性別) ×2 (群：罹患、非

罹患) の 2 要因共分散分析を行い、年齢を共変量とした。有意水準は 5％未満とし

た。 

【結果】身体活動量では、性別と群の交互作用が認められた (F(1, 75) = 4.330, p 

= 0.041, partial η2 = 0.055) 。中高齢男性において、非罹患群では罹患群と比

較して身体活動量が有意に多いことが明らかになった (t(75) = 2.369, p = 0.020, 

d = 1.286) 。中高齢女性においてはこれらに差は認められなかった。牛乳摂取量で

は、性別と群の交互作用が認められた (F(1, 75) = 4.297, p = 0.042, partial η2 

= 0.054) 。中高齢男性において、非罹患群では罹患群と比較して牛乳摂取量が多い

傾向が認められた (t(75) = 1.793, p = 0.077, d = 0.727) 。中高齢女性において

はこれらに差は認められなかった。 

【結論】本研究により、中高齢男性において非罹患群が罹患群と比較して日常の身

体活動量が有意に高く牛乳摂取量が多い傾向を示したことから、冬期の習慣的な身

体活動と牛乳摂取が上気道感染症への罹患の予防に寄与することが示唆された。ま

たこれらの効果は、女性よりも男性において強く誘導されることが示唆された。 

  



Ⅰ－2 

スクワット運動の短縮性，伸張性局面の時間が運動後の主観的強度へ与える影響 

○柴田啓介 1，野坂和則 2, 瀧澤一騎 3，黒田裕太 1,4，水野眞佐夫 5 
1北海道大学大学院教育学院, 2 Edith Cowan University, 3アスリーツ・ラボ,  

4北翔大学生涯スポーツ学部, 5北海道大学大学院教育学研究院 

 

【目的】レジスタンス運動後の主観的強度は，同じ回数を行う場合は 1 回の反復に

かかる時間が長い程高値を示すが(Diniz et al., 2014)，疲労困憊まで行う場合は

1 回の反復にかかる時間の長短に関わらず同じである(Hatfield et al., 2006)．し

かし，疲労困憊まで反復する場合の短縮性局面 (CON) と伸張性局面 (ECC) の収縮

時間が主観的強度に与える影響は検討されていない．本研究では短縮性，伸張性局

面の収縮時間の異なる組み合わせのスクワット運動が主観的強度に及ぼす影響を検

討した． 

【方法】被験者はトレーニング経験を有する男子学生 10 名とした (20.6 ± 1.1 歳，

172.8 ± 3.5 cm，63.8 ± 3.8 kg，スクワット最大重量 (1RM)：103.5 ± 12.0 kg)．

スクワット 1RM 測定の後，5 日以上の間隔を空けて次の 3 条件を 75%1RM の負荷で 3

セット，各セット挙上不能になるまで実施した．(1) CON2 秒，ECC2 秒で行う条件 

(C2/E2)，(2) CON2 秒，ECC4 秒で行う条件 (C2/E4)，(3) CON4 秒，ECC2 秒で行う条

件 (C4/E2)．全被験者が 1 回目に C2/E2 を実施し，2，3 回目は C2/E4 と C4/E2 をラ

ンダムな順序で実施した．各セットで反復できた回数を記録し，張力発揮時間と総

挙上重量を算出した．主観的強度 (RPE) は Borg Scale (6-20) を用いて各セット

後に記録した．  

【結果】総反復回数は C2/E2 (33.6 ± 7.3 回) が C2/E4 (23.2 ± 5.4 回) および

C4/E2 (26.4 ±5.3 回) と比較して有意に多く (p < 0.01)，総挙上重量にも有意差

が見られた (C2/E2：2547 ± 417 kg，C2/E4：1780 ± 440 kg，C4/E2：2034 ± 491 

kg, p < 0.01)．C2/C4 と C4/C2 の間に有意差は認められなかった．総張力発揮時間

は，C2/E2 (138.8 ± 28.1 秒) が C4/E2 (165.2 ± 33.9 秒) と比較して有意に短

かった (p < 0.05)．しかし，RPE の平均値に条件間で有意差は認められなかった 

(C2/E2：17.9±0.6，C2/E4：17.9±0.8，C4/E2：17.8±0.8)． 

【結論】疲労困憊まで反復するスクワット運動において，短縮性および伸張性局面

の収縮時間が異なる場合，C2/E2 は総反復回数と総挙上重量，張力発揮時間に他の 2

条件と違いが認められるものの，主観的強度は 3 条件間で同等であることが明らか

となった．  



Ⅰ－3 

男子高専生における運動習慣および生活習慣が 

午前の自律神経系活動に与える影響 

 

○木本理可 1 ，塚本未来 2 ，東郷将成 3 ，神林勲 4 ，塩野谷明 5 
1旭川工業高等専門学校，2東海大学国際文化学部，3酪農学園大学大学院， 

4北海道教育大学札幌校，5長岡技術科学大学 

 

【目的】不規則な生活やストレス等によって自律神経系の働きが乱れると，体の諸

器官に様々な不調が現れることが知られている．近年，インターネット等の普及に

より，若者を中心とした睡眠環境の悪化が問題視されているが，青少年における運

動習慣や睡眠・メディア使用等の生活習慣が日常の自律神経系活動にどのような影

響を与えるかについて，データ集積は充分とは言えない．そこで本研究は，工業高

等専門学校の学生（以下，高専生）を対象として運動習慣および生活習慣に関する

質問紙調査を行い，それらが午前の安静時自律神経系活動に与える影響について検

討することを目的とした． 

【方法】被検者は，健常な男子高専生 29 名（年齢 18±1.4 歳）であった．質問紙調

査は，運動習慣・睡眠習慣・メディア使用頻度および疲労度等について，選択式ま

たは自由記述で回答させた．安静時の自律神経系活動測定は平日の授業開始前（午

前 8 時～10 時）に行った．測定には，YKC 社製パルスアナライザープラスビューを

用い，評価の指標として，安静時心拍数（HR），総自律神経系活動値（LnTP），副交

感神経系活動値（LnHF）および交感神経系活動と副交感神経系活動のバランス比

［Ln(LF/HF)］を用いた． 

【結果】運動部活動に所属している者（n=15）は所属していない者（n=14）と比較

して，HR は有意に低く（p<0.01），LnHF は高い傾向（p<0.1），Ln（LF/HF）は低い傾

向（p<0.1）が認められた．寝つきが悪いと感じることがときどきある，頻繁にある

者（n=8）はめったにない者（n=11）およびまったくない者（n=10）と比較して，Ln

（LF/HF）が有意に高い（p<0.05）結果が得られた． 

【考察】本研究の結果から，青少年における運動習慣および生活習慣の違いが，午

前の自律神経系活動に影響を与えることが確認された．特に，それらの影響は交感

神経系活動や自律神経系バランスの評価に用いられる Ln（LF/HF）に現れやすい可

能性が示唆された． 

  



Ⅱ－1 

子どもの健康関連体力に関わる身体組成の評価について 

 

○木下美緒 1、大塚吉則 2、河口明人 3 
1北海道大学大学院教育学院、2北海道大学大学院教育学研究院、 

3北海道科学大学保健医療学部 

 

【緒言】健康増進や生活習慣病予防に関連する全身持久力の有効な評価指標として、

最大酸素摂取量は人間活動を支える健康関連体力の概念を構成する。全身持久力を

高める身体組成が、最も健全な身体組成であるとの仮説的前提に立ち、除脂肪量と

体脂肪量という基本的要素に基づく 2-compartment model を用い、成長期にある子

どもを対象として、いかなる身体組成が健康関連体力を与えるかについて検討した。 

【方法】BIA 法により、小学 4 年生児童 503 名(男児 239 名、女児 264 名、平均年齢

10.1±0.3 歳)の除脂肪量(kg)および体脂肪量(kg)を中心とする身体組成を評価し、

同時に、文部科学省「新体力テスト」に則って 8 種目を実施した。対象者を男女別

に除脂肪量を身長(m)の 2 乗で除した FFMI(Fat-Free Mass Index, kg/m2)と体脂肪

量(自然対数変換)のそれぞれの平均値で 4 群（factorial design）に分け、年齢と

身長で補正の上、FFMI と体脂肪量を独立変数とした 2 元配置分散分析を行い、体力

に及ぼす FFMI と体脂肪量の影響を検討した。 

【結果】男児では、FFMI が握力・20m シャトルラン・50m 走・立ち幅跳び・ソフト

ボール投げの 5 種目に有意に正に関連し、体脂肪量が反復横跳び・20m シャトルラ

ン・50m 走・立ち幅跳び・ソフトボール投げの 5 種目で負に関連した。女児では、

長座体前屈を除く 7 種目において、FFMI が有意な正の関連を示した。一方で、体脂

肪量は上体起こし・20m シャトルラン・50m 走・立ち幅跳び・ソフトボール投げの 5

種目で負に関連した。 

【考察】身長によって標準化された除脂肪量(FFMI)は、全身持久力を反映する 20m

シャトルランと他の 3 つの種目において独立に有意に関連し、子どもにおいて、身

長に相応しい至適な除脂肪量が体力に関わることが立証された。身体は、生物学的

に意義の異なる除脂肪量と体脂肪量によって分けて評価される必要があり、FFMI は

体力の重要な評価指標である。 

【結論】体力向上には身長に相応しい除脂肪量があり、FFMI は重要な身体組成の評

価指標である。一方、過剰な体脂肪量は子どもにおいても体力の阻害要因となる。 

  



Ⅱ－2 

子どもにおけるテニスレッスンへの参加に伴う遂行機能の促進は 

良好な食行動と関連する 

 

○石原暢 1, 黒田裕太 1,2, 江森雅記 3, 菅澤繁美 4, 松田祐介 4, 水野眞佐夫 6 

1北海道大学大学院教育学院, 2北翔大学生涯スポーツ学部, 
3株式会社アドヴァンテージ, 4名古屋グリーンテニスクラブグループ,  

5北海道大学大学院教育学研究院 

 

【目的】学童期における習慣的な運動は遂行機能を高めることが報告されているが，

運動による遂行機能の向上が日常生活に与える影響に関する報告は数少ない．本研

究は，習慣的なテニス競技の実施が遂行機能と食行動に与える効果を検討すること

を目的とした．  

【方法】対象はテニススクールに所属する小学生男女 52 名とした．遂行機能を

Stroop Color and Word Test，2-back Task，Local-global Task を用いて評価した．

平均反応時間を課題成績とし，主成分分析を用いて認知処理速度（CPS）と遂行機能

（EF）をそれぞれ得点化した．保護者は対象者の食習慣について質問紙（FFQg Ver3.5）

を用いて回答した．対象者は自身の食行動（好き嫌いの量，嫌いな食べ物を頑張っ

て食べる頻度）について，5 件法で回答した．また，嫌いな食べ物を自由記述させ

た．テニス競技歴，遂行機能，嫌いな食べ物を頑張って食べる頻度，食習慣の関連

についてブートストラップ法（N = 5000）による構造方程式モデリングを用いて検

討した．統制変数として年齢，性別，BMI，好き嫌いの量を用いた． 

【結果】モデルの適合度は概ね良好な数値を示した（χ2/df = 0.614, p = .745, CFI 

= 1.000, RMSEA < .001）．テニス競技歴が長い者ほど高い CPS と EF を示した（CPS: 

β = -.305, p = .020, EF: β = -.265, p = .046）．EF が高いほど嫌いな食べ物

を頑張って食べる頻度が高かった（β = -.379, p = .027）．嫌いな食べ物として野

菜を挙げた者は 87%に上り，嫌いな食べ物を頑張って食べる頻度が高い者ほど野菜

の摂取量が多かった（緑黄色野菜: β = .289, p = .029, その他の野菜: β = .360, 

p = .005）． 

【結論】テニス競技歴が長い者ほど高い認知処理速度と遂行機能を保持しているこ

とが示された．遂行機能が高い者ほど嫌いな食べ物を頑張って食べる頻度が高く，

テニス競技への参加は遂行機能の促進を介して子どもの食行動の改善に寄与するこ

とが示唆された．    



Ⅱ－3 

小学校低学年児童における敏捷性と注意機能との関連性 

 

○森田憲輝 1，奥田知靖 1，菊地可央理 2，能戸麻亜子 1，長尾茉耶 1，志手典之 1 
1北海道教育大学岩見沢校, 2北海道教育大学大学院 

 

【背景】注意機能は実行機能のひとつであり，近年，高体力の子どもは高い注意機

能だったことや運動による亢進が報告されている．ただ，これまで実行機能とそれ

ら運動・体力との関連性の検討の多くは全身持久力で検討されている． 

【目的】本研究では，小学校低学年児童における複数の指標で評価した敏捷性と注

意機能との関連性を検討した． 

【方法】被験者は小学 2 年生 58 名（男 28 名；女 30 名），3 年生 59 名（男 27 名；

女 32 名）の計 117 名であった．注意機能評価は Trail making test（TMT）を用い

た．TMT は用紙にランダムに配置された数字を昇順につなぐテスト（TMT-A）と，数

字と 50 音を昇順に交互に繰り返しつなぐスト B（TMT-B）の 2 種類実施した．敏捷

性評価テストには，N 字型に走行し，その間に直線走，ミニハードル，スラローム

が設定され，走行タイムを光電管で計測・PC に保存できる N Challenge を用いた． 

【結果】N Challenge のタイムは，2 年男子 10.8±0.8 秒，2 年女子 11.3±0.7 秒，

3 年男子 10.2±0.6 秒，3 年女子 10.7±0.6 秒であった．TMT-A と TMT-B の差（TMT

ΔA-B）は，2 年男子 2.2±2.7 問，2 年女子 2.4±2.8 問，3 年男子 2.2±3.4 問，3

年女子 2.3±3.5 問だった．TMT-A および TMT-B の正答数と N Challenge 総合タイム

はいずれの群にも有意な相関関係は認められなかったが，3 年生男子の TMTΔA-B と

総合タイムの間に有意な相関関係が認められた（r=0.373，p<0.05）． 

【結語】小学校 3 年生男子児童においてのみ敏捷性能力と注意機能との間に関連性

が認められたものの，本研究結果は横断研究からの知見であり，発育・発達および

性差など今後の更なる検討を要する．  
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時間生物学の基礎と体力医学へのメッセージ 

 

山仲 勇二郎 

北海道大学大学院 教育学研究院 健康体育学分野 准教授 

 

時間生物学は、生物の行動および精神・生理機能にみられる様々な周期性のなかで

も特に約 24 時間リズム(概日リズム)の発振源である「生物時計」を研究対象とする学

問領域である。生物時計は、バクテリアからヒトに至るまで地球上に存在するほぼす

べての生物がもつ自律振動機構であり、その内因性周期は約 24 時間である。生物時

計の存在意義は不明であるが、地球の自転により生じる 24 時間の昼夜変化が存在す

る環境下で生存競争を勝ち抜くために獲得された生存戦略と考えられている。 

生物時計の周期や位相を調節する環境因子を同調因子と呼ぶが、すべての生物種に

おいて最も強力な同調因子は、外部環境の明暗サイクル(太陽光)である。ヒト生物時

計を調節するには数千ルクスの高照度光が必要であることが 1980 年代に北海道大学

の本間研一教授らによって初めて明らかにされた。さらに、生物時計の高照度光に対

する反応は光を照射する時間帯により異なり、朝方の光は位相前進(時計が進む)、夜

間の光は位相後退(時計が遅れる)、昼間は位相反応が生じない無反応期である。昼夜

変化のない恒常環境下で観察される概日リズム周期(フリーラン周期)は 24 時間より

約 1 時間長い約 25 時間である。つまり、日常生活下においては、朝方起床後に太陽

光を浴びることで約 25 時間のフリーランリズムを約１時間位相前進させ、24 時間の

環境周期への同調を達成している。 

ヒトを含め哺乳類の生物時計中枢(中枢時計)は、視床下部視交叉上核に存在する。

視交叉上核は、網膜で受容した外界の光情報をもとに自身の内因性周期を補正し環境

周期に同調すると同時に、視交叉上核外の中枢神経系や全身の末梢組織(末梢時計)に

時刻情報を伝達することで行動および生理機能を時間的に統合している。その結果、

我々の生理機能は時刻によって異なる機能を示す。例えば、深部体温、心拍数、血圧

は朝方に最低値、夕方に最高値を示し、コルチゾルは朝方、メラトニンは夜間睡眠時

に最高値を示す。重要なことは、単に 24 時間リズムがみられるわけではなく、各生

理機能のピークとなる時間帯が活動・休息するのに最適な時間帯に巧妙に制御されて

いることである。 

スポーツパフォーマンスの 24 時間リズムを測定した研究では、朝方よりも夕方に

好成績を示すことが報告されている。また、トレーニング効果は、朝方よりも昼間、

夕方にトレーニングをすることが効果的であることも報告されている。これらの先行

研究は、運動時間を選択することで競技成績やトレーニング効果が上がる可能性を示

している。最近の我々が実施した研究では、高照度光と運動を組み合わせることが生

物時計の調節に有効な手段となり、時差飛行に伴う身体不調（いわゆる時差ボケ）の

早期改善に有効であることを実験的に証明した。今後、時間生物学研究の成果がスポ

ーツ現場で応用されていくことを期待している。 

本講演では、私たちが備えている生物時計の構造と機能について、我々の研究成果

を交えながら紹介し、体力医学分野において『生体内における時刻』のもつ意義やス

ポーツ現場での応用の可能性について皆さんと共に議論したい。 

  



運動と社会性：共同行為に潜む“私”と“他者” 

 

阿部 匡樹 

北海道大学大学院 教育学研究院 健康体育学分野 准教授 

 

 我 「々人間」の生活は、その漢字が示す通り他者との関係性の上に成り立っている。

この他者との関係性の中で現れる我々の性質、いわゆる「社会性」は、一見この学会

で主に扱われる体力医学や健康科学、スポーツ研究とは無縁のもののように感じられ

るかもしれない。しかしながら、我々が全くの個人で行動することは、実はあまり多

くない。サッカーのような団体競技はもちろんのこと、荷物運び、手分けしての掃除

など、我々の日常の行為の多くは他者との共同作業である。仮にその行為自体はラン

ニングのように単独で行うものだったとしても、そこに全く周囲の目が無いという状

況は稀だろう。このように、我々の日常の行為において、他者の介在を避けることは

困難である。したがって、他者という存在が我々の行為にどのような影響を与えるか、

また他者という存在をどのように自身の行為に織り込んでいるのかを明らかにする

ことは、我々の運動を理解する上で極めて重要である。 

 実際、他者の存在は様々な形で我々の行為に影響を与える。例えば、多数の観衆に

囲まれると緊張して実力を発揮できなくなったり、あるいは逆に練習以上の力が発揮

できたり・・・という状況は、多くの方が体験されているのではないだろうか。これ

らは、単独の場合と他者の介在がある場合で行為が変容してしまう、いわば運動に対

する社会性の影響の典型例である。このような他者の影響は、他者が観衆ではなく自

身の敵・あるいは味方であるような団体競技や集団行動においても同様に見られる。

さらに、複数人と目的を共有するケースでは、パートナーと自身の行動を目的に即し

て効果的に統合する必要があるが、ここにも社会性の影響が顕在化する―しばしば

我々は目的に対して必ずしも最適とは言えない行為を無意識のうちに選択してしま

う。これまで、このような我々の行為と社会性の関連性は、主に社会科学と呼ばれる

研究領域の対象であった。しかし、近年は医学、神経心理学、ロボット工学など様々

な分野の研究者がこのトピックに参画してきており、社会神経科学という学際的な研

究分野として確立されつつある。かつては我々の精神性がもたらす哲学的・行動科学

的な研究対象という印象をもたらしがちだった「社会性」という言葉が、現在では中

枢神経系がもたらす生理学・神経科学としての一面をより深めていると言える。 

 本講演では、複数の人間が一つの目的に向かって相互の行動を統合する「共同行為

（joint action）」に焦点を絞り、他者の存在がどのようにパートナーのパフォーマンス

に影響を与えうるのか、また我々が自身と他者のパフォーマンスをどのように統合し

ようとするのかについて、心理学実験や機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic 

resonance imaging: fMRI）を用いた近年の研究成果を織り込みながら議論していきたい。

我々の共同行為に潜む社会性の影響、その重要性と今後の発展性の一端をお伝えする

ことができれば幸いである。  
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