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1.研 究 課 題 名
キャンパ ス までの歩行ル ー トが学生 の健 康 づ く りに果たす役割 の解 明

3.研 究成果 の概要 (1, 200宇 程度 で記入。
)

【 緒

言

】

近年、若年層、特に女性 の体力 が低下 している。運動実施 の習慣 を持 つ ことは難 しいが 、毎
日の通学・通勤を運動時 間 として活用す る ことは効率的 であ り、実践が可能 であると考 えられ
る。星が丘駅 か ら本学までの通学経路

(以 下、ルー

ト)は 、他大学 に見 られ ないほ どの高低差

があるが、生活科学部棟 に到着す るまでには、階段・坂、エ レベ ー ター・エ スカ レー ター が数
箇所あ り、歩行経路

(以 下、ルー

ト)に よつて、消費量、運動強度 が異 なると考 え られ る。

本研究では、本学学部生が よく利用す るルー トの 中か ら 6ル ー トに関 して、エ ネルギー 消費
量お よび心拍数な どを測定 し比較検討 した。更 に、本学学部生を対象 にアンケー ト調査 を行な
い 、ル ー トの選択 に、学科 、学年 、BMIな どいかなる要因が関わ つてい るか検討 した。

【 方

法

】

被験者 4名 は、心拍計 (Accurex Plus,POLAR社

)、

万歩計(Lifecorder EX,株 式会社 スズ

ケ ン)を 装着 して 6ル ー トを歩行 し、心拍教 、歩数、所要時間を記録 した。%HRR法 1卜 拍予備
量法)に よ り運動強度 を算 出 し、歩行速度、体重、坂 の勾配か ら推定酸素消費量 を算 出 し、ア
メ リカスポー ツ医学会が提唱 してい る計算式を用い てエネル ギー 消費量 を推定 した。
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ア ンケー ト調査は、質問紙法によ り行 った。対象は、本学学部生全 員 ■22名 で 633名
の回答 を得た。調査 内容は、①身長・ 体重、②現在の運 動習慣 、③過 去の運動歴 、④ 日常
生活 で体を動かす こと

(生 活活動)に 関す る意識 、⑥活動強度別 の

1日 の生活活動

(平 日)

の時間、⑥学校 が ある平 日において ヒール の靴 を履 く頻度 、⑦使用頻度 が高 いルー トとそ
の選択理 由、③ l日 の食事量 の 8項 目である。

【 結

果

と 考

察

】

エ ネ ル ギー消費量が最 も大 きかったルー トと、最 も小 さか つたルー トのエ ル ギー
ネ
消費
量の差 は、約 17 kcalで あった。 ェネル ギー 消費量が小 さか つ た 2ル ー トには 、身体 の機
能維持 向上につ なが る運動の 下限であるといわれてい る 50%を 超 える箇所 が存在 していな
かつた。 この

2ル ー トは、星が丘テ ラスのエ スカ レー ター

(ま

たはエ レベ ー ター)お よび

教育学部棟前のエ スカ レー ター の両エ スカ レー ター を使用 したルー トであった。
ルー トの使用頻度 を学年別 に比較 してみ る と、卜
ルー トの利用割合が高 く、3・

2年 生ではエネルギー消費量が小 さい

4年 生ではエネル ギー 消費量が大 きいルー トの利用割合 が高

かつた。 この原因 として、教育学部棟前 のエ ス カ レー ター が 、平成
る以前に入 学 した

3・

19年 4月 に竣工 され

4年 生に とっては、ェ スヵ レー ター が存在 しないルー トを利用す る

こ とが習慣化 してい る と考 え られ る。
学科別 の比較では、管理 栄養学科 の学生はエ ネル ギー 消費量 の大 きいルー トの利用割合
が 高 く、生活環境デザイ ン学科 の学生はエ ネル ギー 消費量の小 さいルー トの利用割合が高
かつた。 これは 、管理 栄養学科 の学生は生活環境デザイ ン学科 の学生に比べ 、食、健康
、
運動 、疾病に関す る教 育 を受 けているためである と考 え られ る。以上の ことか ら、本学 部
学生がル ー トを選択 す る要 因には、習慣 の違 い(エ ス カ レー ターの存在 の有無)と 教育の違 い
(専 攻 の違 い)が 大き く関与 してい ると考 えられた。

