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お年寄りが横断歩道を青信号で渡りきることができ
ない──そんな光景をたびたび目にすることがあるの
ではないでしょうか。実際に私たちが高齢者の歩行速
度を調べたところ、80歳以上の高齢者は、10mの横
断歩道の場合、青信号に変わった時点にスタートして
も渡りきる前に赤信号になってしまうという計算結果
が出ました（標準的な青信号の時間は1秒間に1m進む
ことを基準に設定されている。21ページ図1参照）。

老化は脚から始まる
一般的に、加齢とともに歩く速さ（歩行速度）は遅く
なっていく傾向にあります。それはなぜかというと、
歩き方が変化するからです。背が曲がり、上体が前か
がみになるという姿勢の変化から始まり、膝関節が曲
がっていきます。このように猫背で膝が曲がると、歩

幅を大きくとることができず自然と歩幅の小さい歩き
方になるのです。また、バランスを保とうと、前方で
はなく、横方向に股を広げて歩くようになります。他
にも、脚の動かし方がゆっくりとなり、歩行速度が遅
くなっていきます。
こうした歩行能力の低下は、いろいろな原因が複合
的にからんで生じますが、中でも重要なのは、加齢と
ともに身体を動かさなくなることによる筋力の低下で
す。
筋肉を構成する筋線維には大きく分けて、長距離型
と短距離型の2種類あります（22ページ図2参照）。長
距離型の筋線維は、収縮（動き）が遅く小さな力しか出
ませんが、持久力があります。短距離型の筋線維はさ
らにAとBの2種類に分かれます。Bは収縮が速くて
大きな力が出るものの、すぐに疲れてしまう筋線維で
あり、Aは、Bと長距離型の中間、つまり中距離型で、
力もあり疲弊しにくい筋線維だといえます。
これらの筋線維は、私たちの動きによって、使い分
けられています。例えば、起立や姿勢保持、ゆっくり
した歩行など、日常生活動作では絶えず長距離型が使
われています。そして走ったり、力仕事をするなど運
動強度が増すたびに短距離型A、Bと、順次使われる
筋線維が加わっていきます。ちなみに、「火事場の馬
鹿力」を発揮しない限り、筋線維を100%使いきるこ
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1日の活動時間を調べる
じつは、中強度の運動が歩行能力のみならず、老化
や疾病予防にさまざまな効果をもたらすということが、
私たちが行ってきた中之条研究において明らかになっ
てきました。この研究は、群馬県中之条町の65歳以
上の高齢者5000人（重度の認知症や寝たきりの人を除
く）を対象に、13年間という長期にわたり行われたも
のです。毎年1回、詳細なアンケート調査を行い、運
動や身体活動の状況、食生活、睡眠時間、労働時間、
病気の有無や体調などを調査し、年に1回の健康診断
のデータも提供してもらいました。さらにその中の
500人を研究の主たる対象とし、小型の「身体活動計」
を携帯してもらい、1日の歩数や運動強度が中強度（3 
METs以上）の活動時間を記録しました。
そして、1年間の平均歩数（1日）・平均中強度活動
時間（1日）と有病率の関連性を調べてみると、歩数と
中強度活動時間が増すごとに有病率が低くなることが
わかりました。認知症にいたっては7000歩以上・中
強度活動時間15分以上のグループでは0人でした。
ちなみに海外でも、認知症の予防には脳トレーニング
よりも運動（ウオーキング）のほうが効果があるという
研究結果があります。
こうしたデータから、それぞれの病気の予防に有効
な歩数と中強度活動時間もわかってきました。例えば
4000歩以上・中強度活動時間5分以上でうつ病の予防、
5000歩・7.5分以上で認知症、心疾患、脳卒中の予防、
7000歩・15分以上でがんや骨粗鬆症の予防、8000歩・
20分以上で高血圧症、糖尿病の予防などです（次ペー

とはありません。
加齢とともに活動量が減少すると、長距離型は使わ
れますが、短距離型は使われなくなっていきます。使
われなくなった筋線維はどうなるかというと、細く
なったり、消えてなくなってしまうのです。例えば、
もっとも筋肉量が多いとされているのが、太もも外側
の筋肉である外側広筋ですが、50万本ほどある筋線
維が80歳以上になると半分に減るといわれています。
筋肉が半分に減ることは、筋力が半分になることを意
味します。
ですから、長距離型の筋線維しか使わないような活
動ではなく、短距離型、特にBの筋線維も使うような
活動をすることが大切です。そのためには、どの程度
の運動が必要なのでしょうか。まずは、運動強度につ
いて説明しておきましょう。運動強度を示す指標に、
METs（メッツ）があります。METsは消費カロリーを
表し、何もしなくても消費されるカロリー（安静時代
謝）を1とし、その2倍のカロリーを消費する活動を2 
METs、3倍を3METsというように設定されています。
一般的に強度は以下のように分類されます。

1～ 2 METs→低強度
3～ 5 METs→中強度
6 METs以上→高強度
ある程度の筋肉量を維持し、歩行能力の低下を防ぐ
には、中強度の3 METs以上の運動が必要だと考えら
れています。3 METs以上で一番軽度の運動は、速歩
きに相当します。筋力トレーニングやジョギングなど
特別な運動をしなくても、速歩きで脚の老化を防ぐこ
とができるのです。

長距離型筋線維

短距離型筋線維加齢
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女性80歳以上

女性75~79歳
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（図1）80歳以上の高齢者の平均歩行速度では横断歩道を青信号のうちに渡りきれない。交通事故のリスクとなるとともに、高齢者の外出を妨げる。
（青柳幸利『高齢者における歩行機能の重要性：老化のメカニズムと予防法』ノーブルプレスを参考）
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ジ表・図3参照）。
一方で、歩数や活動時間が多ければ多いほど、健康
によいというわけではないこともわかりました。病気
の予防効果は1日1万2000歩・中強度活動時間40分
が頭打ちで、1日1万2000歩・中強度活動時間40分
以上と1日8000歩・中強度活動時間20分との差はわ
ずかでした。しかも逆に過度な運動は、ストレスになっ
て免疫機能を下げるリスクもあります。こうしたこと
から、「1日8000歩・中強度活動時間20分」が健康の
ためにもっとも適した活動量だと導き出すことができ
ました。
この調査を行ってから身体活動計を携帯した人の多
くでは、健康に対する意識の変化がみられました。例
えば、ふだんから、スーパーの駐車場ではわざと遠い
ところに停めて歩く距離を増やしたり、掃除機を手で
もって掃除をするなど、歩数や中強度の活動量を上げ
るために積極的に身体を動かす人が増えていきました。
中には、13年前よりも現在のほうが身体的にも精神
的にも元気で、健康診断のデータもよいという方もい
ます。
また、1日7000歩以上・中強度活動時間15分以上
のグループでは、バランスのよい食事をとっている人
が多いことがわかりました。こうしたことから、活動
量を上げることが健康への意識を高め、自然と食生活
など他の生活習慣の改善にも結びつくのだと考えられ
ます。

「大股で速く歩く」
老化や病気を防ぐためにも、ぜひ高齢者に限らず、
若いころから「1日8000歩、中強度活動時間20分以上
の活動」を意識することをおすすめします。中強度の
運動の種類は問いませんが、やはり速歩きがもっとも

手軽でずっと続けられる運動だといえます。運動強度
のわかる身体活動計を一日中携帯すれば、1日の歩数
はもちろん、どの程度の強度で活動したのかなどがひ
とめでわかります。最近では、国内メーカーの精度の
よい機器が数千円で市販されています。
ただし注意したいのは、運動強度というのはその人
の体力や年齢で変わるということです。例えば、中之
条研究で使用した身体活動計は3METs以上で中強度
と測定されますが、体力のある40代、50代の場合、
3METsは中強度ではなく低強度の活動となってしま
います。４～ 5METsになることを目安に、身体を動
かすようにするとよいでしょう。速歩きの場合は、「大
股で速く、そして力強く歩く」を意識することがポイ
ントです。身体活動計がない場合の目安としては、会
話はできるが歌は歌うことができないという程度の歩
き方を意識します。
中之条研究では、毎日1万歩歩いているにもかかわ
らず、骨粗鬆症となり骨折してしまった女性がいまし
た。この女性は旅館の女将さんで、着物を着ているた

（図2）加齢とともに活動量が減ると、短距離型筋線維が主に減少、消
失し、筋力が落ちてしまう。結果、歩行能力の低下につながる。（青
柳幸利『高齢者における歩行機能の重要性：老化のメカニズムと予防
法』ノーブルプレスを参考）

■高齢者5000人の歩数と有病率の関係（%）
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歩数と中強度の活動時間が少なくなるほど、各病気の有病率が高いことがわかる。 （中之条研究より）
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め、いつもすり足で歩きます。そのため、中強度の活
動ではなく低強度の活動が1日のほとんどを占めてい
たのです。中強度の歩行を実現するには、速足でしっ
かりと歩くことが必要になってくるというわけです。
しかも、そうした歩き方をするのは屋内では難しく、
散歩や買い物など、屋外での活動があってこそ、でき
る歩き方だといえます。
特に女性は、閉経以降、女性ホルモンが減少する影
響で骨がもろくなるので、骨の形成に必要なビタミン
Dが生成されるよう、日光が当たる時間帯に速歩きを
するとよいでしょう。紫外線が気になる場合は、手の
甲など一部分だけでもよいので、日に当たるところが
できるように工夫しましょう。日に当たる部分がわず
かでもビタミンDは生成されます。
また、大股で速歩きをすると、前述したような加齢
に伴う姿勢の変化、筋肉の衰えも防ぐことができます。
中年期以降は、腰や膝の痛みを訴える人も増えてきま
すが、その原因は筋肉の衰えであることも多いのです。

痛みが強い場合は医師の治療が必要ですが、中強度の
歩行をすることによって改善されることもあります。
なお、体調が悪いなど、身体を動かせない日があっ
た場合、不足したぶんを他の日に上乗せするなどして、
1週間の範囲で調整するようにするとよいでしょう。

「1日8000歩、中強度活動（速歩き）時間20分」は、特
別なトレーニングではなく、多くの人が日常生活に取
り入れられる、普遍的でかつ有効な健康の指標です。
私は、この指標を個人の生活だけではなく、社会全体
で取り入れていくことが重要だと考えています。例え
ば、マンションのエレベーターを少し不便なところに
設置して歩く距離を長くする、歩道を直線にせず回り
込んだ形にして距離をつくるなど、知らず知らずのう
ちに活動量が増えるような街づくりです。中之条町の
方々が長い時間をかけて実証してくれた成果を、多く
の人々が無理なく日常生活に活かせるようにしたい、
そう考えています。 
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（図3）中之条研究のデータから得られた各病気の予防ライン。1日8000歩・中強度活動時間20分
の歩行が生活習慣病や認知症を予防し、健康づくりに効果的とされる。 （中之条研究より）
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