
身体と生活の比較文化

横澤喜久子 平工志穂
天野勝弘 遠藤卓郎 張勇 矢田部英正

1. 序 章

1.1. はじめに

身体は生物としてのいのちの場であるとともに文化の媒体として、私たちの生活、さら

に社会生活を内側からかたちづくっている。身体はいのちを宿し、表現し、それぞれの時

代、文化の中に生き、それぞれの文化をつくり出すとともに文化がからだをつくり出して

もいる。姿勢や動作の特徴は個人的な癖や習慣によるだけでなく、そこに流れる土地の風

土や歴史の積み重ねによって築かれた姿勢があり、社会、時代に共有された特徴がみられ

るのではないかと考える。姿勢や動作は繰り返しによって身につき、同じような生活様式

で暮らす社会からの影響も大きい。しかし、日常生活であまり意識されることがなく、私

たちの生活、文化の源にあることにも気づかれにくい。私たちの日常に即した「身体と生

活のあり方」については学問的には盲点となっていて、いまだ手つかずの部分が多く残さ

れている。日本では明治から戦後にかけて生活様式が急速に欧米化する中で、体格、体型

や「坐る、立つ、歩く」といった身体技法にも大きな変化が生じている。今日では世界中

の人々の日常の起居形式や服装、履物、食事等といった生活様式が欧米化する大きな流れ

にある。日本人の身体と欧米化された生活様式との間に生じる齟齬は、生活レベルでさま

ざまなストレスを生み出す要因になっていることが考えられる。

本研究は異なる歴史、文化をもつ日本人と東アジア人、ヨーロッパ人を対象とし、身体

技法の基本となる姿勢を運動学的方法により測定、さらに、アンケート調査により「生活

様式、生活習慣」と「姿勢に関する意識」を調査し、現代日本人の身体技法の特徴を明ら

かにしていくことを試みる。今後の研究継続により、日本人の機能的で美しく、健康的な

身体技法づくりの技術的、教育的な実践的指針につなげていくものとする。

1.2. 比較文化研究における身体技法論

1.2.1. 基層文化としての身体技法

本研究は健康増進を主たる目的としてきた身体教育の根底に、人間の生活全体として機

能する「身体技法」の問題に着目している。無数に展開される人間の姿勢・動作の特徴

が、単なる恣意的な性癖ではなく、社会的に習慣づけられた一定の法則性を持つことを、
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学問的に最初に指摘したのはフランスの文化人類学者であるマルセル・モース(Mauss

Marcel 1872-1950)だが、それぞれの社会のなかで、伝統的な流儀にしたがって培われて

きた身体の用い方に対してモースは「身体技法(techniques du corps)」という概念を展開

した。

われわれが通常、無意識のうちに行っている「歩く」「坐る」「食事をする」「挨拶をす

る」などといった日常動作の特徴についても、地域や民族によって大きく異なり、それら

は個々の動作が有機的に結びつきながら社会生活全体のなかで統一的に機能している。た

とえば日本人と西洋人とでは歩き方に大きく異なる特徴が認められるのだが、歩き方とい

うのは、それだけが単独で作り出されているわけではなく、履物や服飾、建築の様式等と

密接に結びつきながら、その社会に特有の歩容が形成されている。日本人の身体技法は、

かつてはキモノや履物、日本家屋の起居様式と密接に結びついていたわけだが、それと同

様、西洋なら西洋文化の文脈のなかで、その社会に特有の身体技法が築かれている。

「身体技法」とは、このように、生活習慣の歴史的な反復によって形成されてきたため

に、それを行う当事者にとっては意識的にコントロールすることができにくく、「あたり

まえのこと」として無意識の底に沈んでしまっている場合がほとんどである。したがっ

て、習慣化された身体技法は、異文化との一時的な接触や一時代的な流行によっては容易

に変更の効かない恒常的な性質をもっている。つまり坐や歩行をはじめとするドメスティ

ックな身体技法のはたらきは、文化の様式を根底のところから特徴づける「基層文化」と

しての役割を果たしていることが考えられるのである。

1.2.2. 物質文化と身体技法

身体技法研究にかんする重要な一領域として、「道具の使用法」についての技術（物質）

文化の問題がある。本研究でも、「足裏の体重分布」と姿勢および履物の関係について部

分的に言及されているけれども、物質文化と身体技法との関係を扱った研究についてかん

たんに触れておきたい。

このテーマについては、モースと同時代に起こったアメリカ民族学の黎明期にも同様の

思想が生まれていて、コロンビア大学のフランツ・ボアズが「運動習性（motor habit）」

という概念を用いて、道具の形態を生み出す根底に、身体の使い方の問題があることを指

摘している。この概念は、北アメリカ先住民における芸術文化に関する調査のなかから出

てきたもので、その典型的な事例としてエスキモーの使用する、「投銛器（throwing-

stick）」の意匠が問題とされている。

図1に示した「投銛器」に見られる柄の「握り（grip）」の形態は、この道具をどのよ

うに握り、どのような形で「銛」を投げていたのか、という道具の使用法にかんする情報

を如実に物語っている。ボアズはこれらの資料について次のように説明する。
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道具の仕様において、人間の手は握りに順応しなければならず、使用上の正確さや

使いやすさを損ねるような、慣れない筋肉運動を要求する形態の仕様は差し控えられ

る。それゆえ道具の形態についての多様性は、それぞれの民族に固有の「運動習性」

が定める範囲にとどめられる(Primitive Art, Boas 1955)。

このことから、道具の意匠はたとえ視覚的に訴えるところが多くても、慣れない筋肉の

運動を要求するような形であったならば、それは採用されることがないであろうとボアズ

は言う。この「運動習性」の考え方については、美術史家のマイヤー・シャピロも、未開

芸術や民俗芸術の様式を説明するためには重要な概念であり、またこのことは、現代にお

ける機能主義の建築やデザイン計画にもあてはまることを指摘している（Shapiro 1953）。

ボアズが着目した飛び道具の意匠は、その機能の様子を視覚的にも明白に訴えるけれど

も、それと同様、日常的な立居振舞いのあり方が、衣服の裁断法や造形方法にあらわれて

いたり、あるいは履物の素材や形態のなかに、その社会で広く共有される歩行様式の情報

が含まれていることも少なくない。

たとえばクローバーは西洋の婦人服について、中世から近世以降、さまざまな形に作り

変えられながらも、上体衣の基本的な成型手法に関しては 1000 年以上何ら変わっていな

いことを指摘している(Kroeber 1957)。つまり西洋服飾においては、上半身の形をできる

だけ裸体に近い状態で再現しようとするために、曲線裁断された布地を立体的に構成する

手法が様式化されている。その被服構成上の基準となる「運動習性」は、ギリシア彫刻の

トルソを手本として、胸や肩まわりのボリュームを堂々と見せるような立ち姿勢を指向し

続けてきた。こうした衣服にかかわる「運動習性」は、ヨーロッパにおいては 1000 年以

上何らかわっていないことを、クローバーは指摘しているのである。

一方、日本の伝統服飾においては、ヨーロッパのそれとは大きく異なり、つまり和服は

直線裁断された布を一定の「ゆとり量」をもって「纏う」形式であるため、眼に見える肉

体の起伏は完全に覆い隠される。被服の美的な成形は、腰に巻かれた帯が担い、各自の身

体に沿うよう「着付け」ることによって、平面裁断された布が立体的に再構成される形式

となっている。こうした服飾様式のもとでは、手足の長さやウェストの細さといった視覚
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図1 エスキモーの投銛器(F.Boas 1928)



的な身体の比率（プロポーション）は、服飾表現上の美感にとって重要な意味を持たず、

着る人間の身体技法から表出される「居ずまい」や「佇まい」のなかに、独特の美感があ

らわれることとなる（矢田部 2004）。

このように大きく異なる文化様式が、近代の日本において共存を迫られることとなった

わけだが、その経緯を反芻すると、物質文化の受容については経済の発達とともに急速に

進んだのに対して、身体化された無形文化については、物質文化の使用法にかかわる身体

技法も含め、ほとんど注目をされることがなく、礼法教育やマナー教育が一部存在するこ

とを除いては、体系的な学習方法が築かれることはなかった。つまり、衣服や履物、住宅

といった物質文化を受け入れることは比較的容易だけれども、それらを支える「身体技

法」については意識が及ばず、「物」と「身体」との間で生じる齟齬の蓄積が、身心のバ

ランスに不調和をもたらしていることも考えられる。

生活の欧米化にともない、日本人の身体技法や健康状態は、はたしてどのように変化し

たのだろうか。この問題は本研究における大きな関心事であり、現在多くの日本人は、伝

統文化に対する身体的な適性が大きく損なわれているようにも見え、かといって西洋文化

に由来する身体技法を身につける機会も極めて少ない。

たとえば椅子坐、床坐といった室内空間における起居様式の問題は、そこで暮らす人間

の下肢関節の柔軟性と深くかかわっている。日本の伝統建築に見られるような床坐の空間

では、足首や膝や股関節の柔軟性が充分に養われていないと、その空間のなかで寛いで坐

ることができない。こうした事例からもわかるように、家屋という物質文化のあり方によ

って、そこで生活する人間の身体能力にも大きな影響が及ぶのである。

1.2.3. 文化の「三角測量法」について

自分と異なる文化に出会うとき、当たり前になっている自国の習慣がはじめて意識され

る。その時に「どちらの文化が優れているか？」という優劣の意識が生まれがちである。

「二文化間比較」という方法には、どちらか一方の文化に価値判断の基準を置こうとする

意識がはたらき易いのだ。たとえば「洋服の似合う身体」が美の価値基準として刷り込ま

れていると、「日本人の足は曲がっていてきたない」という価値判断が生まれる。しかし

その価値基準はあくまで西洋文化の上に立っているので、日本人や日本文化を判断する正

当な基準にはなり得ない、ということになる。そこで、もう一つの異なる文化を入れて三

つ以上の比較を行うと、三者それぞれが相対化されて、「どれも多様な文化の中の一つで

ある」という風に、それぞれを公平な見方で観察しやすい、という利点がある。

川田（1988）は日本とフランス、そして西アフリカ内陸社会の民族を対象に、農作業や

洗濯、育児、住生活など、生活全般にわたる身体技法の比較を行う。たとえば「洗濯をす

る」という単純な作業でも三社会で慣用されている身体技法は相互に大きく異なり、それ
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は「歩き方」や「育児の仕方」、物を運ぶ「運搬の仕方」など、他の身体技法についても、

それぞれの社会に固有の文化的な特徴が見られることを示している。また日常的に行われ

るこれらの動作のなかで、洗濯の姿勢と同様の動きが他の作業姿勢にも見られたり、同一

社会内における「身体技法の構造的な共通性」があることを川田は指摘している。

無数に展開される生活場面の動作のなかに、「構造的な関連性がある」という川田の指

摘には、動作の外形からさらに踏み込んで、身体技法の「質的な特徴」への着眼が認めら

れる。つまり「歩く」「坐る」「屈む」という動作はどれも別々の形をしているが、たとえ

ば「腰を入れる」という質的な動きについては、歩行姿勢にも、坐姿勢にも、前屈姿勢に

も同様に存在し、それらの動きには、骨盤周りの操作に一定の「構造的な共通性」があ

る。

「腰を入れる」という技術は日本に伝わる独特の表現だが、他の文化圏にも、別の合理

性を備えた形で、「身体技法の構造的共通性」が認められるというのである。つまり異な

る運動形態のなかに、「構造的な共通性」を見出す論理的な視点が設定できるようになる

と、生活全体を支える身体技法の基本構造を理解することについても、大きく可能性が開

けてくるように思う。

次に身体技法は、「物質文化を含む技術文化、住生活や育児様式、ひいては世界観、人

間観などの価値意識と直接間接のかかわりをもっていること。」さらに「身体技法は身体

伝承の一種として同一社会内で集合的に反復され、あるいは教育や訓練によって、一種

『身体的記憶』とでもいうべき身体の無意識的運動連鎖が形成されていて、世代から世代

へ、かなりの持続性をもって継承されるものではあるが、物質文化、生活様式をはじめと

する外的条件の大きな変動によって変わりうるものである（川田）」という。

本研究では、日本、ヨーロッパ（イタリア、スペイン）、中国、ベトナムの五カ国で調

査を行った。今回調査対象となったそれぞれの国では、宗教的にも、歴史的にも大きく異

なる特色をもっている。まず床坐の起居様式を続けてきた日本と床坐の習慣をほとんど持

つことのなかったヨーロッパ（イタリア、スペイン）、そしてアジアの隣国でありながら

椅子坐の生活を 1000 年以上も続けてきた中国、さらに地面にしゃがみこむ独特な姿勢が

習慣化しているベトナムを調査対象とした。これらの国々では、それぞれに異なる起居様

式が営まれ、日本の生活様式との差異が際立っており、相互に異なる習慣の蓄積から身体

形質や身体技法の差異がどのようにあらわれるのかを知りたいと考えている。

現段階の予備調査では、それぞれの国々における文化的特色を理解するまでには遠く及

ばないが、科学的な測定評価の手法を用いて、異なる複数の国々で身体技法を比較する試

みについては、何らかの新しい知見が得られるであろうと考えている。方法の上では未だ

手探りの段階ではあるが、今回の調査で見えてきた事柄を足がかりに、生活様式が身体に
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及ぼす影響について考えていきたいと思う。

2. 身体的特徴の国際比較

2.1. 体格

2.1.1. 目的

日本は、明治時代以降、体格測定に関する研究がさまざまな形で行われてきている。特

に学齢期の児童・生徒の体格測定は 1888（明治 21）年以降、100 年以上の積み重ねがあ

る。日本は、今日、科学技術や機械文明の進歩により、産業・経済が発展し国民の生活水

準も高くなり、平均寿命も延びてきた。しかし、その反面、健康寿命は延びず、日常生活

では多くの歪みが生じ、健康や姿勢に関してもさまざまな問題点が見られるようになっ

た。日常生活における運動不足・姿勢や食生活の欧米化などが、これらの問題と関係が深

いと考えられ、国や社会において様々な方策がとられてきたが、自立の基本となる立つ、

歩く、坐るへの研究は少ない。本研究では、異なる歴史、文化をもつ日本人と東アジア

人、ヨーロッパ人を対象とし基本となる体格測定を行い、国際比較・検討することとした。

2.1.2. 方法

各国の被検者数は表1に示した。研究の対象となった被検者はボランティアによる

15歳から 83 歳の健康な男女 316 名、2010 年5月～2012 年9月に各国で行われた。

学生計中高年学生

総計（人）男性（人）女性（人）

中国

13676600001367660日本

計中高年学生計中高年

2502564064ベトナム

42222010100321220

151スペイン

2121012120990イタリア

89089

145171593326257112145合計

282621211116

316

表1 各国の被検者数

2.1.3. 結果と考察

2.1.3.1. 全被検者

全被検者の体格を男女別に表2、表3に示した。女性は 15 歳から 83 歳で平均年齢は

37.6 ± 21.8 歳、平均身長 156.7 ± 6.3cm、平均体重 51.4 ± 8.3kg、平均 BMI は 20.9

± 3.0 であった。男性は 17 歳から 70 歳で平均年齢は 37.1 ± 16.8 歳、平均身長 170.0 ±

5.9cm、平均体重 66.3 ± 13.3kg、平均 BMI は 22.7 ± 4.0 であった。
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20.951.4156.737.6平均値

BMI体重
(kg)

身長
(cm)

年齢
(歳)

人数

3.08.36.321.8標準偏差

31.278.0177.083.0最大値

257257257257

15.037.0141.015.0最小値

表2 全女性被検者の体格

年齢
(歳)

身長
(cm)

体重
(kg) BMI

平均値 37.1 170.0 66.3 22.7

標準偏差 16.8 5.9 13.3 4.0

人数 59 59 59 59

最大値 70.0 186.0 100.0 32.4

最小値 17.0 160.0 44.5 15.0

表3 全男性被検者の体格

2.1.3.2. 女子学生

女子学生の体格比較を図2に示した。ベトナム、中国、日本女子学生間で比較すると身

長、体重、BMI ともに中国が最も高く、平均身長 161.4 ± 2.6cm、平均体重 53.9 ±

5.8kg、平均 BMI 20.7 ± 2.1 であった。次いで日本女子学生の平均身長 158.6 ±

5.8cm、平均体重 49.6 ± 6.2kg、平均 BMI は 19.7 ± 2.2 であり、ベトナム女子学生は

平均身長 154.1 ± 5.5cm、平均体重 46.5 ± 5.5kg、平均 BMI は 19.7 であった。特に、

中国とベトナム間では身長は 0.1％水準で、体重、BMI は1％水準で有意な差がみられ

た。厚生労働省平成 22 年・23 年国民健康・栄養調査による日本女性（18-29 歳)の平均身

長(158.0cm)、平均体重(51.7kg)、平均 BMI（20.7）と比較し、本被験者らは平均日本

人女性(18-29 歳)と比較し、やや痩身傾向にあった。

140.0

150.0

160.0

170.0

Vietnam Chinese Japanese

cm

40.0

50.0

60.0

70.0

Vietnam Chinese Japanese

kg

18.0
20.0
22.0
24.0
26.0

Vietnam Chinese Japanese
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図2 女子学生の体格比較

2.1.3.3. 中高年女性

図3は中高年女性の体格国際比較である。平均身長はスペインが最も高く、161.8 ±

5.7cm、次いでイタリアが 160.8 ± 5.6cm、中国が 159.0 ± 3.9cm、日本が 154.3 ±

6.2cm であった。日本とスペイン、イタリアを比較すると 0.1％水準で、中国とでは1％

水準で有意な差がみられた。平均体重においてもスペインが最も高く 64.4 ± 8.3kg、次

いでイタリアが 55.7 ± 6.4kg、中国が 55.6 ± 14.0kg、日本は 52.5 ± 7.4kg であった。

BMI はスペインが 24.6 ± 3.1、次いで中国が 23.8 ± 2.8、日本が 22.0 ± 2.9、イタリ

アが 21.6 ± 2.9 の順であった。厚生労働省平成 22 年・23 年国民健康・栄養調査による

日本中年女性（50-69 歳)の平均身長(153.5cm)、平均体重(53.9kg)、平均 BMI（22.9）
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であり、本測定の結果を平均日本中年女性と比較するとやや痩身傾向にあった。
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図3 中高年女性の体格比較

2.1.3.4. 男子学生と中高年男性

図4はベトナム男子学生と中国、イタリア、スペイン中高年男性を合わせて表示した。

ベトナム男子学生の平均身長が 166.1 ± 4.2cm、平均体重が 53.5 ± 5.1kg、平均 BMI は

19.0 ± 2.0 と痩身であった。今回、日本男性は測定されていないが、厚生労働省平成 22

年・23 年国民健康・栄養調査によると日本男性（18-29 歳)は平均身長(170.8cm)、平均

体重(65.4kg)、平均 BMI（22.4）であった。中高年男性のスペインの平均身長（175.9

± 5.2cm）、平均体重（81.8 ± 9.6kg）平均 BMI (26.5 ±)と最も大きく、次いでイタリ

アの平均身長（172.1 ± cm）、平均体重（73.3 ± kg）平均 BMI(24.8 ±)、中国の平均身

長（169.6 ± cm）、平均体重（69.0 ± kg）、平均 BMI(23.9 ±) であった。厚生労働省平

成 22 年 23 年国民健康・栄養調査による日本中年男性（50-69 歳)の平均身長(166.7cm)、

平均体重(66.3kg)、平均 BMI（23.9）の報告がある。小柄なベトナム男子学生とスペイ

ン、イタリア、中国の中高年男性の体格（身長、体重、BMI）は 0.1％水準で有意差がみ

られた。
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図4 男性の体格比較

2.2. 足

2.2.1. 目的

二足歩行のヒトは足で立ち、動く。現代人は靴下や靴等の履物で足を覆っていることが

多く、その足を意識することが少ない。足の使い方はそれぞれの文化による生活習慣、生
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活様式等によって履物、足遣い、動作に違いがあり、個人差も大きい。中高齢者になって

足の変形、歪みによってバランス力低下、歩行の異常、さらに、姿勢が影響し、腰痛、股

関節痛、膝痛、足痛の不調につながることが少なくない。近年、中高年者の転倒による骨

折が注目され、体力や反射神経、さらに骨の強度の低下が議論されている。一方、学校や

医療機関では浮き指や外反母趾などの足障害で相談例が増えているといわれる。これらの

足の障害に対して大地を踏みしめている肝心の足の使い方がどう関与しているのか、障害

の要因は何なのか等も明確には分かっていない。健康な足をつくり、生涯自分の足で立

ち、歩けることは豊かな人生を過ごすことにもつながるが、まだ足に関する基本的なデー

タが少ない。そこで、本研究では現代人の足はどのようになっているのかを調査し、その

比較検討を行う。

2.2.2. 方法

日本、中国、ベトナム、イタリア、スペインの 15 歳～83 歳の健康な男女総計 303 名で

あった。調査・測定は各国とも 2010 年5月～2012 年9月に日本（東京都）、中国（上海

市）、ベトナム（ダラット市）、イタリア（カリアリ市）、スペイン（バタホセ市）で行わ

れた。

測定項目はフットプリント（Bauerfeind 社製）を用いて足先部の形状タイプ、足の歪

みおよび変形（偏平足、外反母趾、浮き指）の有無を調べ、フットゲージ（マモル社製）

及びメジャーにより左右の足長、足幅、周囲幅、周径囲の足寸法の計測を実施した。図5

はフットプリントによる測定風景である。

図5 フットプリントによる測定風景

足型タイプの判定は図6に示すように、3タイプ（エジプト型、ギリシャ型、正方計

型）に分類した。偏平足の判定は図7に示すように、それぞれ足の外側2点と内側2点を

結んだ線の交点と第2趾を結んだ直線（H ライン）から野田式分類法により4タイプ

（Ⅰ型偏平足、Ⅱ外側アーチ形成型、Ⅲ内側アーチ理想型、Ⅳ足裏分離型）に分類した。
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図8 外反母趾の判定

図6 足型タイプ 図7 偏平足の判定

外反母趾の判定は図8に示すように、足の内側線2本を引き、作られた角度を測ること

によって判定した。

5度～8度 → 正常

15 度以上 → 初期症状

15 度～20 度 → 軽症

20 度～40 度 → 中程度

40 度以上 → 重度

浮き指の判定は図9に示すように、足指の第 1、2、3、4、5 趾、とし、どの指趾が浮い

た状態にあるかによって判定した。

図9 浮き指の状況

足寸法は図 10 に示すフットゲージ（マモル社製）及びメジャーを用いて左右の足長、

足幅、周囲幅、周径囲を計測した。
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図 10 フットゲージ

2.2.3. 結果と考察

2.2.3.1. 足型

（人）（％）（人）

ギリシャ型エジプト型総数
(人)国名

中国

48595265124日本

（％）

5938422765ベトナム

289722332

615スペイン

3836358イタリア

4811852126244総計

60940

表4 国別にみた女性の足型比較

表4は国別にみた女性の足型比較である。エジプト型は中国が 72％、イタリアが 63％、

日本が 52％であり、ギリシャ型はスペインが 60％、ベトナムが 59％であった。全女性で

はエジプト型 52％、ギリシャ型 48％、正方形型は0％であり、正方形型は表から省いた。

表5は国別にみた男性の足型比較である。エジプト型はスペインが 64％と多かったが、

ギリシャ型は中国 100％、ベトナム 75％、イタリア 64％と多く、全体ではエジプト型
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（人）（％）（人）

ギリシャ型エジプト型
総数(人)国名

中国

751825624ベトナム

（％）

64736411イタリア

100100010

1756総計

36464711スペイン

703930

表5 国別にみた男性の足型比較



30％、ギリシャ型 70％であった。正方型（足趾の長さほぼ同じ）はみられなかった。

これらの結果からみると、足先部の型は民族、国によって同一のタイプにあるわけでは

なく、各個人が自分の足型タイプを知って履物を選ぶことは立位姿勢の土台となる足を歪

み、変形から守る上で重要である。

2.2.3.2. 足の歪み（偏平足、外反母趾、浮き指）

足の歪みには左右差がみられるが、今回は左右の平均値により比較した。偏平足につい

てはⅠ型（偏平型）とⅡ、Ⅲ、Ⅳ型（偏平型以外）に分けて検討した。外反母趾について

は「なし」と軽症（20 度未満）と重症（20 度以上）に分け、浮き指については全足指接

地と第1指と第5指の浮き指状況を取り上げた。足の第1指（親指）と第5指（小指）は

体重をかけた時に足裏の重さを分散させ、ふらつくのを防ぎ、関節にかかる負担を少なく

するという大きな機能であるからである。

表6は国別にみた女子学生の偏平足、外反母趾、浮き指の足の歪みをもつ人数である。

偏平足の割合は日本では 28％と最も多く、次いで中国は 25％、ベトナムは 23％であっ

た。外反母趾のある者の割合は日本の女子学生は、「なし」の者は約3％であり、軽症

（20 度未満）が 96％、中国女子学生は「なし」の者は 15％、軽症は 82.5％、ベトナム女

子学生では「なし」の者は 29％、軽症は 67.5％であった。日本女子学生では重症はみら

れなかったが、ほとんどの学生に外反母趾軽症傾向がみられた。浮き指なし（全足指接

地）について、ベトナムは 21.5％で最も少なく、日本は 44％であり、中国は 60％と最も

多かった。どの国も第1指は全員接地であったが、第5指は浮き指であることが多く、最

も多いベトナムでは 75.3％であった。

浮き指外反母趾偏平足

右総数国名

第 5 指第 1 指なし（人）なし（人）なし（人）あり（人）

35131550日本

左右左右左右左右左右左

415155520中国

8230019261337

1721175151151565ベトナム

970011132

0425624241031013335135総計

51480012

68780

表6 国別にみた女子学生の足歪み

表7は国別にみた中高年女性の足の歪みを持つ人数状況を示した。中高年女性の偏平足

は日本 26.0％、中国 35.5％、イタリア0％、スペイン 23.5％と中国中高年女性で最も多

くみられた。女子学生と比較するとほぼ、同程度であった。外反母趾について日本の中高

年女性は「外反母趾なし」は約 12.5％であり、軽症（20 度未満）が 75％、重症が
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10.5％、中国では「外反母趾なし」は 20％、軽症は 76％、重症が4％であった。イタリ

アでは「外反母趾なし」31％、軽症は 69％、スペインでは「外反母趾なし」33％、軽症

は 67％であった。日本中高年女性は外反母趾が多く、重症も見られた。「浮き指なし」に

ついて、浮き指は足趾が浮いていて地面に接地しない、踏ん張っていない状態であり、重

心がかかとに片寄り、これに左右差が伴うとさらに、足裏が不安定になる。日本中高年女

性の 10％以上は第1指も接地せず、しっかりと立てていなかった。

偏平足（人） 外反母趾(人) 浮き指（人）

あり なし なし なし 第 1 指 第 5 指

国名 総数 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左

日本 76 25 14 51 62 9 11 27 27 11 7 36 45

中国 12 5 4 8 8 3 2 10 8 1 2 1 2

イタリア 8 0 0 8 8 3 2 5 5 0 0 3 3

スペイン 15 4 3 11 12 3 7 2 4 0 0 13 11

総計 111 34 21 78 90 18 22 44 44 12 9 53 61

表7 国別にみた中高年女性の足歪み

表8は国別にみた中高年男性および男子学生の足の歪み状況を示した。中高年男性の偏

平足について中国は、最も多く 10 人中3人であり、30％、イタリアは、12 人中2人

16.6％であった。スペインが最も多く、90％に偏平足は見られなかった。「外反母趾なし」

もスペインが 50％と最も多く、イタリアでは左右差が多くみられ、平均で 30％、中国は

15％と最も少なかった。べトナム学生は 66％に外反母趾は見られなかった。「浮き指な

し」について中国は 65％全足指をついている。第1指は皆、接地していたが第5指を接

地していない者は多く、スペインは 63.6％、ベトナムは 70％であった。

浮き指（人）外反母趾(人)偏平足（人）

右総数国名

第 5 指第 1 指なしなしなしあり

221325ベトナム

左右左右左右左右左右左

2773310中国

18170078141624

67110102212イタリア

2200851

0525610101111スペイン

45007

33002721272551497958総計

690

30

表8 国別にみた男性の足の歪み
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2.2.3.3. 足の寸法

表9は国別にみた女性の足寸法である。スペインの足長は最も大きく 23.8cm、日本、

中国より 1.3cm 以上大きかった。アジア女性の中では中国、日本、ベトナム順であり、

身長と同じ関係であった。足幅は日本が 89.8mm、次いでスペインは 88.0mm であり、

ベトナムが最も細く、82.0mm であった。周径囲も日本が最も大きく 22.2cm、次いでス

ペインの 22.0cm、最も細いのはベトナム、次いで中国、イタリアであった。日本人の足

長は小さめだが、どこよりも幅広で肉厚であった。一方、ベトナムの足長は小さく、幅狭

で肉薄であった。スペインの足長は大きく、幅広で肉厚目であった。足寸法は足長だけで

なく、足幅、周径囲によってそれぞれの足の特性がみられた。

国名 総数（人） 足長（cm） 足幅（mm） 周径囲（cm）

日本 124 22.4 89.8 22.2

中国 32 22.5 87.1 21.6

ベトナム 65 22.3 82.0 20.7

イタリア 8 23.2 84.3 21.7

スペイン 15 23.8 88.0 22.0

表9 国別にみた女性足寸法の平均値

表 10 は国別にみた男性の足の寸法である。スペインの男性は足長が最も大きく

26.2cm、次にイタリアの 25.7cm、中国の 24.6cm、ベトナムの 24.1cm であった。この

結果は身長と同様な順であり、足長と身長には関係がみられた。一方、足幅は身長との関

係は見られず、イタリア、スペイン、ベトナム、中国の順であり、中国女性は足幅は大き

かったが、男性の足は細くて長めであり、ベトナムより足幅は狭かった。

22.890.724.610中国

22.692.024.124ベトナム

周径囲（cm)足幅（mm）足長（cm）総数（人）国別

24.694.826.211スペイン

24.295.725.711イタリア

表 10 国別にみた男性足寸法の平均値

足寸法は足長と身長に相関がみられ、身長が高くなれば足長も長くなる。また、体重と

足囲とも相関がみられたが、さらに今後、分析することが必要である。

2.2.3.4. 足幅と周径囲（ワイズ）との関係

それぞれの国に暮らす人々の足の特徴を明らかにするために、足幅と周径囲（ワイズ）
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との関係を調べた。ここで足幅とは、第1および第5中足骨遠位間の幅であり、ワイズは

この位置の周径囲である。この周径囲（ワイズ）が、E、EE などの呼び方で、靴選びの

時に用いられているものである。図 11 は日本中高年女性の右足の足幅と周径囲（ワイズ）

との関係を示したものである。相関係数の 0.870 から分かるとおり、一般的には足幅と周

径囲（ワイズ）とは高い相関がある。また、比例定数（この例では 0.171）は値が大きい

ほど、足幅の増加に対して周径囲（ワイズ）が大きくなる、すなわち甲の部分が大きいと

いうことになる。そこで、東アジア、ヨーロッパに暮らす人々と比較することにした。

y = 0.171x + 6.69
r= 0.870

17

19

21

23

25

27

70 80 90 100 110

cm
)

(mm)

図 11 日本中高年女性の右足の足幅とワイズとの関係

表 11 は本研究で測定した国々の人々の足幅とワイズとの関係を示している。前段に女

性、後段に男性を示した。表中の r は相関係数、a は比例定数を表している。

まず、被検者数が少ないグループでは、相関係数が低かったり、比例定数が考えにくい

値になっていたりするので、今回は、被検者数が確保されている、女子では、日本人中高

年、日本人学生、ベトナム人学生について比較、議論する。これら3群は、グループ間で

左右差が少ないことからも、比較的安定したデータがとられていることが推察できる。ベ

トナム人男子学生は、n 数はまずまずだったが、とてもバラツキのあるデータだったので

（相関係数が低い）、さらなるデータの追加が必要と考え、今回は議論しないことにする。

日本人の比例定数は、中高年が右：0.171、左：0.163、学生が右：0.191、左：0.193 で

あり、若い人ほど、値が大きく足幅に対して甲の部分が大きかった。ベトナム人女子学生

の値は右：0.132、左：0.148 と最も小さい値を示した。今回のデータだけからは、年齢

による特徴には言及できないが、民族差については言えるかもしれない。すなわち、ベト

ナム人は甲の部分が小さい。この原因は、靴文化や生活習慣の違いが影響しているかもし

れないが、今後の検討課題としたい。

身体と生活の比較文化

― 35 ―



2.3. 脊柱アライメント

2.3.1. 目的

健康人の姿勢を矢状面でみると、頸椎及び腰椎は前彎、胸椎は後彎と適度な生理的 S

字状彎曲している。この脊柱はからだの軸をなしているが、特定部位に過度の負担をかけ

続けると膝、股関節、腰、足等のトラブルの原因となり、健康を損なう。日常の姿勢や動

作の特徴は個人的な癖や習慣が大きく影響するが、同時にそこに流れる土地の風土や歴史

の積み重ねによって築かれているのではないかと推測される。

そこで、この項での目的は、スパイナルマウスにより、自然立位姿勢（以下立位）およ

び自然椅子坐位姿勢（以下坐位）における脊柱アライメントを計測し、民族差、性差、年

齢差を比較することである。

2.3.2. 方法

脊柱アライメントは、スパイナルマウス（Index 社製）により計測した。この機器は、

加速度計が内蔵されたトラッキングホイールを背骨に沿って動かすことにより、背骨の形

と動作範囲を記録できるものである。本研究では、矢状面の背骨の形状（図 12）を、第

7頸椎から第3仙椎まで（図 13）、サンプリング周波数は 150 Hz で計測し、脊柱の形状、

可動域、椎骨間角度、胸椎後彎角、腰椎前彎角、仙骨傾斜角を算出した。図 14 は測定風

景である。
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0.4698イタリア中高年女性

arar

左右
n女性

中国中高年女性

0.160.8370.1630.79414スペイン中高年女性

0.1630.8350.1710.87075日本中高年女性

-0.0740.469-0.128

0.6960.1320.64764ベトナム女子学生

0.1930.8920.1910.85046日本女子学生

0.1930.8100.1490.79912

rｎ

左右
男性

0.1870.9150.1690.71119中国女子学生

0.148

スペイン中高年男性

0.1440.9040.2020.88112イタリア中高年男性

0.1370.4530.1240.43924ベトナム男子学生

ara

0.1660.8600.2250.94910中国中高年男性

0.030.1830.0370.18411

表 11 国別、年代別による足幅とワイズとの関係



図 12 脊柱彎曲 図 13 測定部位 (C7～S3)

図 14 スパイナルマウス測定風景

スパイナルマウス測定に参加した被検者は表 12 の通りである。このうち、坐位測定に

参加したグループは、ベトナム大学生の男女、日本大学生の男子スポーツ群、および女子

群の合計4グループであった。

表 12 脊柱アライメント計測に参加した被検者数

国 性別 属性 人数 立位 坐位

日本

男子 大学生 25 ○

男子 大学生（ス） 35 ○ ○

女子 大学生 33 ○ ○

女子 中高年 1 46 ○

女子 中高年 2 36 ○

ベトナム
男子 大学生 39 ○ ○

女子 大学生 76 ○ ○

イタリア
男子 中年 9 ○

女子 中年 12 ○

※日本中高年女性グループは、異なる時期に測定した2群を表す
※（ス）：スポーツクラブ所属学生
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2.3.3. 結果と考察

2.3.3.1. 立位時

表 13 には、スパイナルマウスで計測した立位時の脊柱アライメントのグループごとの

平均と標準偏差が示されている。ここで胸椎後彎角は、（＋）なら後彎（屈曲）を、（－）

なら前彎（伸展）を示している。言いかえれば、（＋）が大きいほど猫背傾向にあると言

うことである。腰椎前彎角は、（＋）なら後彎（伸展）、（－）なら前彎（屈曲）を示して

いるので、値（－）が大きければ腰が反っているということになる。仙骨傾斜角は、垂直

に対しての仙骨（骨盤の前傾）角度を表しており、値が大きいほど骨盤は前傾しているこ

とになる。

表 13 立位における脊柱アライメントの平均と標準偏差

日本男子学生

仙骨
傾斜角

腰椎
前彎角

胸椎
後彎角

仙骨
傾斜角

腰椎
前彎角

胸椎
後彎角

標準偏差平均
立位

-23.126.0日本女子学生

6.05.89.511.5-20.438.6日本男性(大学･ス)

6.27.58.712.5-22.436.3

10.77.9-18.333.2日本中高年女性(2)

10.011.112.12.6-13.835.9日本中高年女性(1)

5.56.88.713.3

6.79.78.012.8-23.829.9ベトナム女子学生

5.89.912.45.5-14.927.8ベトナム男子学生

6.99.3

9.2-24.543.99.2-24.543.9イタリア中高年男性

2.14.915.621.3-33.335.5イタリア中高年女性

まず、日本人学生を見てみると、胸椎後彎角は女子で小さく、男子の方が猫背傾向にあ

ることが分かる。骨盤傾斜は女子でやや前傾傾向であるが、腰椎前彎角同様、あまり差は

みられなかった。次に日本の女子学生と中高年女性との比較では、中高年女性の方が猫背

傾向が強かった。しかし、日本の男子学生と比べると同等であった。中高年女性の特徴と

しては、腰椎前彎角が小さい、すなわち腰の反りが少ないことである。また、骨盤の前傾

も若い人に比べて小さかった。

次に民族差について見てみると、ベトナムの学生は同年代の日本人と比べると、男子で

は猫背傾向が小さく、女子ではやや大きいという結果になった。一方、腰の反りおよび骨

盤の前傾は、男子で日本人の方が大きく、女子で同等という結果であった。日本人中高年

女性とイタリア人中年者との比較では、腰の反りがイタリア人でかなり大きいことが分か

った。特に、女性の値は、日本人やベトナム人の若者より大きく、西洋人女性の民族の特
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徴と言えると思われる。男子については猫背傾向が大きい特徴が見られた。

以上総合してみると、立位時の脊柱アライメントには明らかに民族差、性差、年齢差が

存在することが示唆された。しかしながら、本研究のサンプリングからは、様々な因子が

どの程度関わっているのか、区別することは困難である。すなわち、男子はこうである、

女子はこうであるというような単純な結果は得られていないということは、性差という因

子に、その国の文化、風土という要素が加わって、さらには、年月(年齢)が加算されるこ

とにより、姿勢は形作られることが示唆された。本研究の成果としてその問題提起ができ

たことを強調したい。一方で、今後、それらの因子を区別し、定量化していくという課題

も浮き彫りになった。

2.3.3.2. 坐位時

表 14 には、坐位における脊柱アライメントのグループごとの平均と標準偏差が示され

ている。それぞれの値の意味は、立位と同様である。また、図 15 は立位と坐位との平均

値の差をグラフ化したものである。

表 14 坐位における脊柱アライメントの平均と標準偏差

坐位
平均 標準偏差

胸椎
後彎角

腰椎
前彎角

仙骨
傾斜角

胸椎
後彎角

腰椎
前彎角

仙骨
傾斜角

日本男子(大学･ス) 27.3 9.9 -1.3 9.9 8.8 6.0

日本女子学生 20.2 5.2 -6.0 8.4 9.5 8.7

ベトナム男子学生 29.9 13.1 -9.3 10.2 16.9 10.3

ベトナム女子学生 26.3 -2.4 1.5 8.0 13.9 9.9

-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

図 15 脊柱アライメントにおける立位と坐位との平均値の差

身体と生活の比較文化

― 39 ―



まず、胸椎後彎角、すなわち猫背傾向はほとんどのグループで少なくなっている。さら

に腰椎前彎角は、値が（＋）に転じていることから、腰椎は後彎から前彎へと変化したこ

とが伺える。その差は、20 度から 30 度であり、かなりの変化が認められた（図 15）。同

様に骨盤傾斜の値も（＋）から（－）になり、前傾から後傾に転じたこと示している。変

化量は、10 度から 20 度であった。

そこで、日本人における性差を見ると、男性の猫背傾向が強い点は立位と同様であっ

た。骨盤の後傾が立位では差がなかったが、坐位になると女性の後傾度合いが大きくな

り、性差が表れた。次に、日本人とベトナム人との比較では、坐位になるとベトナム人は

猫背が強くなっていた。骨盤の傾斜角は、男子ではベトナム人は立位よりも後傾が強まっ

たが、女子では日本人の後傾度合いが大きくなっていた。

以上総合してみると、坐ることによって、姿勢は大きく変化するのだが、その度合い

は、性、民族で差が認められている。本研究では測定しなかったが、おそらく年齢による

変化も大きいと推察される。すなわち、立つということと、坐るということは、必ずしも

連動しているのではないということである。例をとれば、立つことに共通の技法を持って

いる民族であっても、椅子坐か床坐かの違いがあれば坐る姿勢は大きく影響を受けると言

うことである。この研究の今後の方向の一つを提示できたと考えている。

2.4. 立位時の重心位置と重心動揺

2.4.1. 目的

最近の研究では、姿勢は形だけからとらえるのではなく、運動としてとらえられるよう

になってきた。これは、姿勢制御理論と呼ばれている。運動は、その運動を行う個体、す

なわち私たちのからだや心、それを取りまく環境、そして行おうとする運動課題から導か

れる。姿勢も同様に取り扱うことができる。そして運動課題は、姿勢制御で言えば、安定

性、定位を目標とするものであり、これをバランス能力という。姿勢制御に関わる因子

は、筋骨格系の要素、神経筋協同収縮系、個々の感覚系、内部表象、適応機構、予測機

構、感覚戦略などからなり、したがって、よい姿勢とは単純に決まるのでなく、様々な要

因が複雑に絡み合うものであり、しかも刻一刻と変化するものである。

そこで本研究でも、こうした考えから、立位姿勢中の重心動揺を測定することにした。

自然立位中の重心動揺を測定し、姿勢評価を行うことが本研究の目的である。また日本人

とベトナム人との民族差を検討することである。

2.4.2. 方法

重心動揺は、WinPod（Medecapteurs 社製）により、サンプリング周波数 20Hz で測定

された。この機器は、高精度圧力感知センサー(0.8cm × 0.8cm)を 2304 個（48 × 48）

配置しており、計測誤差±5％で圧を測定することができる。各センサーからの情報は、
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コンピューターに取り込まれ、専用のソフトで解析され、重心の計時的位置が計算され

る。また、総軌跡長、矩形面積が算出される。測定条件は、両足開眼の自然立位とし、測

定時間は 30 秒間であった。足位置は、専用のポジショナーを使用して、踵（内側）間隔

3 cm、つま先 30 度開足に決定した。図 16 は、測定風景である。

図 16 測定風景

図 17 はコンピューターからの出力例が示されている。左右、前後の体重配分や圧分布

の様子が見て取れる。

被検者は、日本人女子大学生 123 名、ベトナム人男子大学生 20 名、ベトナム人女子大

学生 46 名であった。

COP 30

COP
30

COP
30

図 17 前後の重心比、左右差の測定および重心動揺結果の典型例

2.4.3. 結果と考察

表 15 には、総軌跡長、矩形面積の結果が示されている。一般的には、総軌跡長、矩形

面積ともに値が小さいほどバランス能力に優れていると評価する。ここで、ベトナム人は

男女で差が認められなかったが、日本人はベトナム人に比較し、総軌跡長、矩形面積とも

に値が大きく、バランスが悪いという結果になった。この結果の妥当性については、再現

性テストなど、さらなる検討が必要と考えられる。
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次に、前後、左右の重心位置について考察する。表 16 には日本女子学生の重心位置が

示されている。同様に、表 17 にはベトナム女子学生、表 18 にはベトナム男子学生の重心

位置が示されている。まず前後方向の重心位置からみてみると、日本人女子学生は最も後

方に重心があった（76％）。ベトナム人は男子大学生も女子大学生も若干後ろではあるが、

日本人ほどではなかった。一方左右バランスについては、3グループで差は認められず、

どちらに偏っているともいえなかった。日本人女子学生の重心位置が後方にある理由は、

断定できないが、先の重心動揺が大きかったことと関連があるかもしれない。すなわち、

バランスを取れるような重心位置で立っていないことが、総軌跡長や矩形面積の増大につ

ながったと考えられる。後ろ重心は、外界に対する消極的態度の表れという指摘もある

が、さらなるデータ収集と分析が必要である。

表 16 日本女子学生の重心位置

7.37.210.210.1SD

48.351.976.124.0平均値

右％左％後％前％

表 18 ベトナム男子学生の重心位置

2.62.710.710.9SD

49.350.859.440.7平均値

右％左％後％前％

表 17 ベトナム女子学生の重心位置

4.14.78.28.2SD

49.850.161.838.0平均値

右％左％後％前％

2.5. 平坐位における関節の柔軟性

2.5.1. 目的

立ちあがった人類は手を使い、道具を使って生活をはじめ、作業、休息時にはしゃがむ

姿勢をとってきた。西洋、東洋などの文化圏が誕生し、今日に至るまでそれぞれ土地の風

土や歴史の積み重ねによって、身体技法は築かれ、その民族、社会、時代に共有された特
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表 15 日本・ベトナム学生の足圧分布比較

214.9平 均ベトナム人女子学生

115.584.0標準偏差(n=123)

193.6374.2平 均日本人女子学生

矩形面積(cm²)総軌跡長(mm)

130.283.4標準偏差(n=20)

124.6205.6平 均ベトナム人男子学生

127.078.2標準偏差(n=46)

144.0



徴が生まれてきたと思われる。世界中では服部の報告（2008）にあるように、さまざまな

姿勢、坐り方がある。日本人も時代の変化とともに生活様式、習慣も変化し、日本の約

50 数年の生活の歴史を振り返るだけでも、和服から洋服へ、下駄、草履から靴へ、布団

からベッドへ、卓袱台からテーブルへと生活様式は一変し、坐るという身体技法にも変化

が感じられる。今日の暮らしの中でも、欧米人は足を投げ出して坐ることはあっても、ア

ジアでよく見かけるしゃがみ姿勢はほとんどみられず、生活習慣にそれぞれの文化の特徴

があるようである。本研究では生活様式、習慣の影響により、人々の平坐位姿勢に違いが

みられるのかについて調べるために正坐、胡坐、蹲踞における足関節角度を計測し、国際

比較、検討を試みる。

2.5.2. 方法

被検者の総数は 316 人である。表 19 には被検者の身体特性が示されている。図 18 は距

離3m、高さ 90cm から撮影した平坐位の正坐、蹲踞、胡坐姿勢の3姿勢である。
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正坐 胡坐 蹲踞

図 18 平坐位の3種姿

表 19 被検者の身体特性

19.720中国女子学生

19.749.6158.618.860日本女子学生

BMI体重(kg)身長(cm)年齢(歳)数（人）国名

日本中高年女性

19.053.5166.121.425ベトナム男子学生

19.046.5154.121.064ベトナム女子学生

20.753.9161.4

64.4161.845.116スペイン中高年女性

23.855.6159.058.412中国中高年女性

22.052.5154.365.076

40.112スペイン中高年男性

23.969.0169.661.610中国中高年男性

21.655.7160.847.19イタリア中高年女性

24.6

24.873.3172.145.012イタリア中高年男性

26.581.8175.9



図 19 は正坐、図 20 は胡坐、図 21 は蹲踞姿勢とそれぞれの計測ポイントを示した。 各

被検者の写真から計測ポイントの角度を読みとった。

2.5.2.1. 正坐（側面） 膝関節の可動性

①体傾度 （a と b のなす角度）

a. 耳垂部と大転子中心を結ぶ線

b. 外果前部と膝蓋骨を結ぶ線

②膝関節 （a と b のなす角度）

a. 膝蓋骨内側と外果前部を結ぶ線

b. 膝蓋骨内側と大転子中心と結ぶ線

③股関節 （a と b のなす角度）

a. 耳垂部と大転子中心を結ぶ線

b. 膝蓋骨内側と大転子中心を結ぶ線

2.5.2.2. 胡坐（正面） 股関節の可動性

（a と b のなす角度）

a. 水平線と正中線を結ぶ線

b. 膝蓋骨中央と a を結ぶ線

①右 ②左

2.5.2.3. 蹲踞（側面） 足首の可動性

①足関節 （a と b のなす角度）

a. 水平線

b. 膝蓋骨後面と外果前面を結ぶ線

②膝関節 （a と b のなす角度）

a. 膝蓋骨後面と外果前面を結ぶ線

b. 膝蓋骨と大転子を結ぶ線

③股関節 （a と b のなす角度）

a. 第7頸椎と大転子を結ぶ線

b. 膝蓋骨と大転子を結ぶ線

2.5.3. 結果と考察

表 20、表 21 は平坐位における男女被検者の正坐時（側面角、膝関節角、股関節角）、

胡坐時（左右角）、蹲踞（足関節、膝関節、股関節角）の平均値、標準偏差を国別・年代

別に示した。
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図 19 正坐時の計測ポイント

図 20 胡坐時の計測ポイント

図 21 蹲踞時の計測ポイント
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表 20 国別・年代別にみた男性の平坐位時の関節角度

平均値標準偏差平均値標準偏差平均値

ベトナム
男子学生

中国
中高年男性

スペイン
中高年男性

イタリア
中高年男性

16.912.618.3正坐膝関節角

5.276.0――6.684.18.077.3正坐側面角

標準偏差平均値標準偏差

26.1胡坐右

5.692.6――4.6100.19.496.9正坐股関節角

3.215.1――4.7

8.331.38.032.18.530.59.926.8胡坐左

5.734.76.131.25.029.510.4

20.352.113.446.424.861.7蹲踞膝関節角

7.856.45.865.74.862.87.766.5蹲踞足関節角

6.239.310.755.711.740.418.245.8蹲踞股関節角

5.421.6

表 21 国別・年代別にみた女性の平坐位時の関節角度

81.8―――77.1正坐側面角

蹲踞股関節角

スペイン
中高年

イタリア
中高年

日本
中高年

中国
中高年

日本
女子学生

中国
女子学生

ベトナム
女子学生

――91.3正坐股関節角

39.8

19.919.010.9―――15.4正坐膝関節角

44.7

83.479.3

33.4胡坐左

52.4

35.028.327.527.722.725.231.3胡坐右

42.0

101.695.891.5―

43.6

62.359.160.564.560.060.455.1蹲踞足関節角

48.0

35.924.126.930.623.925.4

41.0

45.550.036.050.735.036.122.2蹲踞膝関節角



2.5.3.1. 正坐

図 22 に正坐側面角、図 23 に膝関節角、図 24 に股関節角を示した。
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図 25 は各国男女被検者の代表的な例となる正坐姿勢である。小笠原（2009）によれば、

正坐について「正しく坐した姿勢」の「正しく」ということは上体をリラックスさせて、

脊柱がまっすぐである自然の姿を崩さないような姿勢であるという。正坐側面角は上体の

傾きを示し、90 度に近くなる数値ほど上体が直立に起きた姿勢に近づく。正坐姿勢をす

るには足関節、膝関節の柔軟性がないと直立な正坐姿勢はつくれない。膝関節の柔軟性が

落ちると前傾姿勢となるが、図 25 の正坐写真、スペイン中高年女性（写真右端）のよう

に膝関節が曲がらないので、腰が足踵まで下りずに上体が直立し、側面角値の意味が異な

って数値が高くなったものがある。写真で示したように、本測定の男女中高年者の中には

腰が下りずに正坐ができない者が多くみられた。ベトナム学生の正坐側面角は男女ともに

やや前傾気味、膝関節角は約 15 度であった。今回の測定では若年層で正坐写真測定した

のはベトナム男女学生のみであったが、若年者は中高年者に比べ、膝関節は柔らかであっ

た。生活する中で正坐を知っており、身についている日本女性中高年者は膝関節がよく曲

がり、腰が足裏に落ち、上体は直立し、正坐ができる。柔軟性があり、側面角 81.8 度、

膝関節 10.9 度であった。一方、日本人以外の被検者の中には正坐といっても、腰が足踵

に届かず、上体が前傾するものも多くみられた。この結果は日本中高年女性が子どもの頃

から日常生活の中で正坐する機会も多く、膝関節を使ってきたことが柔軟性につながって

いるのではないかと考えられる。また、スペイン男性中高年者の姿勢は日本武術、太極拳

等を長期間実践し、鍛錬してきた成果として背筋がしゃんと伸び、前傾がみられず、膝関

節の柔軟性もあるのではないかと思われる。
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図 25 年代、性別、国別にみた正坐姿勢



日本では古くから正坐は儀礼的坐法であるが、日常的に家庭の中でも多くなされてき

た。明治から戦後にかけての急な欧米化の中で、家庭に和室は少なくなり、生活様式も大

きく変化し、今日では日常生活の中で正坐することはほとんどない。一般的には加齢によ

って各関節の柔軟性はなくなるが、正坐は日本中高年女性にとっては子どもの頃からの日

常生活習慣で身につき、また、スペイン男性の被検者は現在、古武道実践者であったた

め、日々の正坐姿勢が各関節の可動域を広げる運動となり、柔軟性を引き出すことにつな

がったのではないかと考える。

2.5.3.2. 胡坐

野呂ら（2005）によると、坐禅はもともと、インドのヨーガに起源があるといわれる。

そのインドの行法を釈迦が取り入れ、さまざまな難行苦行の末、最終的には坐禅をして悟

られたという。胡坐はきちんと足を組み、関節を筋肉で抑え、背筋をピンとする姿勢が集

中力を高めながらリラックスできると日本ではいわれている。しかしながら、この形は日

本独特の姿勢であって、今インド、タイ、ビルマでは背中を丸め、前かがみになって胡坐

する。日本の生活の中で胡坐は坐禅時や男性が休息時になされてきた。胡坐はきちんと足

が組めると安定した坐り方だが、椅子の時代に育った若年者では骨格、体型も変化し、足

を組むことの難しいケースも見られる。胡坐の股関節角は股関節の外旋柔軟性を示してお

り、測定値は小さい数値の方が股関節の動きが柔軟となる。

図 26 は年代、性別、国別の胡坐姿勢時の左右の股関節角であり、図 27 は各国の代表的

な胡坐位姿勢を示した。
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本測定結果からみるとベトナム男女学生の股関節角度が大きく、外旋の柔軟性は低い。

また、スペインの中高年女性の数値からも柔軟性のレベルは低い。一方、日本女子学生、

中高年女性ともに胡坐ができ、日本人女性は股関節外旋の柔軟性があるという結果になっ

た。このことは民族的に日本人の骨格の特徴なのかまだはっきりとしたことは言えない。

ただし、図 27 に示した日本女子学生の中には右端写真のように硬い者もおり、また、80

歳以上の高齢者の中にも著しく股関節の硬い被検者もみられ、個人差がある。古武道の修

行を実践しているスペイン中高年男性の多くが正坐姿勢はできるが、胡坐をするための股

関節の柔軟性はなく、硬いという結果は興味深い。
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図 27 年代、性別、国別にみた胡坐姿勢



2.5.3.3. 蹲踞

蹲踞には、力士が爪先立ちで踵を浮かし、腰を深く下ろし、膝を割った坐り方と足の裏

を地面につけた坐り方がある。本測定では踵を地面につけることを要求した。この足裏全

体を地面につけた坐り方は煮炊き、洗濯など労働の姿勢、用便の姿勢でもあった。足首の

関節を大きく曲げることができると踵を地面につけ、裏全体で体重を支える姿勢をとるこ

とができ、楽々と長時間蹲踞を続けることができる。椅子文化の発達した欧米人に蹲踞姿

勢をみることはほとんどないが、アジアでは日常生活のあちらこちらで蹲踞姿勢がみるこ

とができる。図 28、図 29、図 30 は蹲踞姿勢時の各関節角である。

加えて、図 31 は蹲踞姿勢時の写真を示した。蹲踞姿勢の足関節は足裏を床につけ、直

立時には 90 度であり、数値が小さくなるほど足関節は柔らかく、曲がりやすい。膝関節

も同様に数値が小さいほど柔軟な関節である。股関節角では上体と下肢のバランスをとっ

ており、足関節および膝関節の柔軟性がない場合に腰が高くなり、上体を床に平行に近づ

けることによってバランスをとっているケースがみられる。腰位置が踵の位置まで落ちて

いる姿勢を「蹲踞姿勢ができた」ということができる。足関節、膝関節の柔軟性はベトナ

ム学生男女ともに非常に柔らかく、55-56 度である。足首の硬いのはイタリア中高年男
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性、中国中高年男性、次いで中国中高年女性、スペイン中高年男性の順であった。膝関

節、股関節においても同様な傾向であった。年代的には若年層の方が柔らかく、子供はど

この国でもよく曲がる。男女を比べると、女性の方は柔軟性が高い。日本女子学生、日本

中高年女性はベトナム学生に次いで柔軟性があり、蹲踞姿勢ができたが、イタリア、スペ

インの中高年者の中には蹲踞姿勢ができないものが多くみられた。さらに、アジア人の中

でも中国男女中高年者の中には蹲踞姿勢ができないものが多くみられた。この違いについ

てはさらに調査を進めたい。
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片山の研究（1999）から、しゃがむ姿勢を習慣的にとり続けていることによって股関節

やひざや足首の関節に、関節面の延長や圧痕などの特有の変化（蹲踞面）が生れてきたと

いわれる。この蹲踞面は縄文人に見られ、現在の欧米人にはきわめてわずかしか見られな

いという。アジアではしゃがみ式トイレ、西洋では腰かけ型のトイレが主流であった。近

年では日本をはじめ、アジアでも西洋型トイレが普及しつつある。現在の日本人の半数

は、蹲踞の姿勢をとることが可能であるともいわれるが、近年、日本人も踵を地面につけ

ることができる人の割合は、次第に減少しつつある。平均値でみると日本女子学生の柔軟

性は高いが、図 31 の日本女子学生写真にみられるように個人差があり、中には蹲踞姿勢

が取れない者もみられる。日本の現代生活では椅子に腰掛ける生活が普及し、平坐姿勢も

少なくなり、正坐、胡坐、蹲踞姿勢は難しくなってきている。遠からず、爪先立った蹲踞

しかできなくなり、やがてはこれもできなくなる可能性がありそうである。矢田部

（2011）、野呂の報告（2006）からも平坐姿勢にはそれぞれの文化があり、世界的に見てき

わめて多様であり、大雑把に見ても世界人口の約半数には床坐の習慣があるという。ま

た、この床坐が西洋化の流れの中で床坐人口が徐々に減少し、椅子坐りに収束していくか

と思う中、そんな単純なものでもなく、近年欧米において住宅に靴を脱いで屋内に入る生
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活様式が普及しつつもある。日本文化のひとつである屋内では外靴を脱ぐ習慣が衛生面、

また、リラックスできる等のよさがいわれるようになってきた。また、脊柱、骨盤の安定

性をもたらす正坐、胡坐、蹲踞による床坐姿勢の合理性が認められ、国際的に広がりつつ

あり、これらの平坐姿勢は正しく、世界に伝えるべき文化であるかもしれない。

2.6. 椅子坐位時における3腰型（立ち腰、反り腰、へたり腰）

2.6.1. 目的

坐る姿勢には平坐と椅子坐がある。椅子坐位時においても日常の姿勢の特徴は個人的な

癖や習慣が大きく影響するが、同時に、そこに流れる土地の風土や歴史の積み重ね、時

代、男女差によって異なってくるのではないかと推測される。そこで、本研究では自然姿

勢で撮影された椅子坐位姿勢時の腰型を国、男女、年代別の比較を目的とする。

2.6.2. 方法

姿勢写真撮影

図 32 は椅子坐位姿勢を距離3 m、高さ 90cm から撮影した各被検者の自然姿勢である。

立ち腰 反り腰 へたり腰

図 32 椅子坐位写真撮影

坐姿勢の3類型

着坐姿勢における骨盤傾斜の程度は、腰椎椎間板、および仙腸関節にかかるストレスと

密接に関係しており、その特徴にもとづいて、矢田部（2004）は「そり腰」「立ち腰」「へ

たり腰」という3種を区分している。猫背姿勢に特徴的な骨盤の後傾状態が、椎間板に不

均一な負荷をかけ、それが腰痛の主要な原因になっていることは医学的には周知のことで

あり、これを「へたり腰」とする。他方、骨盤が強すぎる前傾は上半身を緊張させ、椎間

板の後方にストレスが強くなるが、これを「そり腰」とする。それらの中間に位置する比

較的ストレスの少ない状態を「立ち腰」とし、3型に分類した。撮影された写真から立ち

腰、反り腰、へたり腰は判定された。

2.6.3. 結果と考察

本調査の被検者総数は 221 人であり、国別人数を表 22 に示した。
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表 22 イタリア、日本、ベトナムの国別被検者数（人）

計ベトナム日本イタリア

2218412116人数

国名

2.6.3.1. 各国の腰型比較

図 33 は各国の間で椅子坐位姿勢に差がみられるのかを知るために、全被検者を国別の

3腰型に比較したものである。椅子坐位においてイタリア人では立ち腰型は 69％、反り

腰は 19％、へたり腰型は 12％であった。日本人では立ち腰型は 88％、へたり腰型は8

％、反り腰は4％であり、立ち腰型が多かった。一方、ベトナム人の傾向は大きく異な

り、立ち腰型 48％、へたり腰型 43％、反り腰9％と立ち腰型とへたり腰型がほぼ同じ割

合で、他国と比べ、へたり腰型が著しく多かった。

8
%

図 33 3腰型群の国別比較（％）

図 34 は中高年女性の椅子坐時姿勢を3腰型群にわけ、イタリアと日本で比較した。本

測定ではイタリアと日本の中高年女性の腰型はともに立ち腰型が多く、イタリア 71％、

日本 89％と圧倒的多数の傾向がみられた。へたり腰型群はイタリアでは0％、日本では

7％と非常に少なく、反り腰型群も日本では少なく、イタリアでは 29％という結果がみ

られ、両国間の中高年女性では立ち腰群が多くを占め、似た傾向がみられた。

図 34 イタリア・日本の中高年女性比較（％）

図 35 は女子学生の椅子坐時姿勢を3腰型群にわけ、ベトナムと日本を比較したもので

ある。両国の女子学生の立ち腰型群は 41％と 53％であり、中年女性と比較すると明らか

に少なかった。一方、へたり腰型群は両国ともに 30％前後みられた。日本女子学生には
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反り腰群が 30％と高い。

図 35 日本・ベトナム女子学生比較（％）

2.6.3.2. 年代による腰型比較

図 36 は日本の女子学生と中高年女性の比較をしたものである。日本人全体平均では立

ち腰型群は 88％、へたり腰型群は8％であったが、若年女性と中高年女性を比較すると、

日本中高年女性の 92％が立ち腰型群、反り腰群1％、へたり腰群7％に対し、女子学生

は立ち腰型群 41％、反り腰型群 30％、へたり腰型群 29％と著しい差がみられた。若い学

生がしっかりと坐れないことは大きな問題である。今後さらなる調査が求められる。

図 36 3腰型の年代比較（％）

2.6.3.3. 男女による腰型比較

図 37 は椅子坐時姿勢を3腰型群にわけ、ベトナム男女学生を比較したものである。立

ち腰型はベトナム女子学生 53％、男子学生は 35％に対し、へたり腰は女子学生の 34％、

男子学生は 65％と男子学生の割合は非常に多い。反り腰は女子学生が 13％みられるのに

対し、男子学生には全く見られなかった。ベトナムのへたり腰の多さは日常生活での姿勢

習慣が大きく影響しているのではないかと思われる。ベトナムでは公共交通手段が少な

く、オートバイが多く利用されている。男性が家族全員を乗せ、著しく背を丸めて走って

いるオートバイ姿を多く見かける。さらに、丸まってしゃがみ込む、食卓の低さなどの日

常の姿勢が大きく影響しているのかもしれない。
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図 37 3腰型の男女比較（％）

図 38 はイタリア中高年男女の比較をしたものである。立ち腰型群はイタリア中高年男

性 67％、イタリア中高年女性は 71％と男女ではほぼ同じような傾向であった。

図 38 3腰型の男女比較（％）

以上の結果から、今回の測定では中高年者の約 70％は立ち腰であった。中高年者に比

べ、若年者にはへたり腰が多くみられ、特にベトナム男子学生に多くみられた。へたり腰

の習慣は腰椎、椎間板およびその周りの筋肉への負担が大きいことは明らかである。これ

らのへたり腰姿勢を続けることは多くの腰痛につながり、これらの結果から、今後さらに

若い世代に腰痛が広がる可能性が高いことが示唆された。

2.7. 3腰型と脊柱アライメント

2.7.1. 目的

本研究では日常の自然姿勢での椅子坐姿勢時の3腰型（立ち腰、反り腰、へたり腰）が

どのような脊柱アライメントになっているのかを調べる。

2.7.2. 方法

図 39 に示したように、写真撮影し、その椅子坐位姿勢を立ち腰（骨盤直立）、へたり腰

（骨盤後傾）、反り腰（骨盤前傾）の3腰型に分類し、被検者を3群に分けた。脊柱アライ

メントはスパイナルマウス（Index 社製）により各被検者の自然立位姿勢および椅子坐位

時の測定を実施し、同時にアンケートにより健康調査を行った。
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立ち腰 へたり腰 反り腰

骨盤直立 骨盤後傾 骨盤前傾

図 39 椅子坐位時姿勢の写真撮影

2.7.3. 結果と考察

本研究テーマの被検者数は表 23 の通りである。

表 23 写真撮影、脊柱アライメント測定、アンケート調査の被検者数（人）

114115日本中高年女性

242856日本女子学生

へたり腰群反り腰群立ち腰群spinal 測定者写真撮影者

イタリア中高年女性

15082323ベトナム男子学生

218326161ベトナム女子学生

71106

16159222271計

21699イタリア中高年男性

02577

47

2.7.3.1. 立位姿勢時の3腰型群による脊柱アライメント比較

図 40 と図 41 は3腰型の3群に分けられた被検者の立位姿勢時の脊柱アライメント比較

を示したものである。縦軸はそれぞれの椎骨間の角度の変化を示し、0地点よりのプラス

は脊柱後彎、マイナスは脊柱前彎を示している。横軸は胸椎1から仙骨までの椎骨位置を

示している。
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図 40 3腰型群による立位姿勢時の各椎骨角度からみた脊柱アライメント比較
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図 41 3腰型群による立位姿勢時の各椎骨角度からみた脊柱アライメント比較（脊柱模式図）

3腰型群ともに胸椎後彎が起こるが、立ち腰型群と反り腰型群に比べ、へたり腰群では

後彎角度が小さい。立ち腰群および反り腰群は胸椎後彎が起こってから、一度、胸椎第4

から第6にかけ、やや角度がゆるくなるが、また、第6胸椎から後彎角度があがり、胸椎

第7、胸椎第8をピークに徐々に下降カーブを描いている。一方、へたり腰型群では胸部

の胸椎6-7、胸椎7-8のカーブが他の群と比べ小さく、平坦でピークがみられず胸椎第

11 まで続く。腰部では立ち腰群および反り腰群は腰椎第1から腰椎の前彎が始まり、腰

椎第3が前彎のピークとなる。特に、反り腰型群では腰椎第3にピークがみられ、腰椎第

2-3、腰椎第3-4に非常に大きな前彎カーブがみられる。この強い反り腰姿勢は長時間

続けるとまわりの椎間板および筋肉、さらに椎骨まで痛める可能性があると思われる。一

方、へたり腰型群では腰椎前彎がみられるのが他の2腰型群に比べ、2椎骨分遅くあらわ

れ、腰椎第4がピークとなり仙椎にまで前彎が続く。

以上のことから、日常の坐り方、腰型の違いは立ち姿勢時の脊柱アライメントにも差が

みられ、特に反り腰型群は腰部、第3腰椎前後の椎間板、筋肉に大きな負担をかけている

可能性が示唆された。
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2.7.3.2. 椅子坐位姿勢時の3腰型群による脊柱アライメント比較

図 42 と図 43 は3腰型群で分けた椅子坐位姿勢時の脊柱アライメントの比較を示した

ものである。
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図 42 3腰型群にわけた椅子坐位姿勢時の各椎骨角度からみた脊柱アライメント比較
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図 43 3腰型群にわけた椅子坐位姿勢時の各椎骨角度からみた脊柱アライメント比較

坐る姿勢は膝を曲げることとなり、坐骨と脛骨、腓骨をつなぐハムストリングスが短縮

し、坐骨は前方に引き出され、骨盤はやや後傾することとなる。そこで、椅子坐時におけ

る脊柱形状は立位時と比べ、腰椎前彎はいずれも著しく小さくなっている。坐位姿勢では

3腰型群ともに立位姿勢よりやや下の第4胸椎から第6胸椎で後彎角度がやや緩み、胸椎

部では胸第 10 までの後彎には3群間にあまり大きな差がみられない。

へたり腰群の胸椎後彎がやや他の群と比べ小さいことも立位姿勢時と変わらない傾向で

ある。ここで注目することは腰椎のアライメントが第 10 胸椎以降、腰椎に3腰型群間に

著しい差がみられることである。立ち腰群は腰椎第1から前彎に入っているのに対し、反

り腰型群はより早く、胸椎第 11 からより大きく前彎に変化し始めている。また、へたり

腰群では第 11、12 胸椎以降、さらに腰椎になっても全く前彎がみられず、第3腰椎では

逆により大きな後彎がみられる。椅子坐姿勢ではどの腰型群においても腰椎前彎角度が立

位時と比べ、小さくなった。このことは椅子坐姿勢がヒトの生理的彎曲に逆らう姿勢であ
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り、長時間の坐位姿勢の脊柱アライメントは椎間板、脊柱起立筋、椎骨に負担をかけるこ

とがわかる。特に椅子坐位姿勢の腰椎アライメントで注目すべきはへたり腰型群である。

へたり型群では腰椎に前彎が見られず、後彎を示し、より大きな負担がかかった姿勢とな

っていることが明らかである。

2.7.3.3. 立位時と椅子坐時における脊椎傾斜角比較

ヒトには頸椎前彎、胸椎後彎、腰椎前彎の生理的 S 字状彎曲がみられる。ここに示さ

れた胸椎後彎角は第1胸椎から第 12 胸椎までの背部脊柱全体の彎曲を示し、胸椎第1-2

から胸椎第 11-12 までの 11 か所の角度の合計である。腰椎前彎角は腰部脊柱の彎曲で胸

椎第 12 から仙骨第1までの合計、仙骨傾斜角は仙骨表面の輪郭線が鉛直線上作る角度と

して骨盤の傾きを表わしている。表 24、表 25 および図 44、図 45 は3腰型に分けた立位

時と椅子坐位姿勢時姿勢の脊椎傾斜角比較を示したものである。

表 24 立位時の脊椎傾斜角比較（度）

立ち腰 反り腰 へたり腰

胸椎後彎角 33.61 31.00 29.68

腰椎前彎角 -19.37 -24.50 -17.00

仙骨傾斜角 8.12 12.00 8.02

表 25 椅子坐時の脊椎傾斜角比較（度）

4.361.10仙骨傾斜角

8.03-6.09-2.65腰椎前彎角

29.2426.6428.31胸椎後彎角

へたり腰反り腰立ち腰

-5.74
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-10.00

0.00
10.00
20.00
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図 44 立位時の脊椎傾斜角比較（度）
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図 45 椅子坐時の脊椎傾斜角比較（度）

立位姿勢時の立ち腰群、反り腰群、へたり腰群の3群を比較すると、胸椎後彎角は立ち

腰型群 33.61 度、反り腰型群 31.0 度、へたり腰群では 29.68 度と立ち腰型が最も大きい。

腰椎前彎角においては立ち腰型群では-19.37 度、反り腰型群-24.50 度、へたり腰群では

-17.00 度と反り腰型群が最も大きい。仙骨傾斜角すなわち骨盤の傾きは立ち腰型群 8.12

度、反り腰型群 12.00 度、へたり腰群では 8.02 度と立ち腰群とへたり腰群には差がみら

れないが、反り腰群では骨盤の前傾傾向がみられた。一方、立位姿勢と比べ、椅子坐位姿

勢では胸椎後彎には立ち腰型群 28.31 度、反り腰型群 26.64 度、へたり腰群では 29.24 度

と反り腰群がやや小さい。腰椎前彎角ではへたり腰群が逆に後彎を示した。骨盤の傾きを
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示す仙骨傾斜角では顕著な差がみられ、立ち腰群は 1.10 度と小さくほぼ骨盤が立ってい

るのに対し、反り腰群では 4.36 度と前傾し、へたり腰群では-5.74 度と後傾した。特に

注目することは椅子坐位において、反り腰群では膝の曲がる坐位姿勢で坐骨が前に引かれ

気味なのに加えて腰椎前彎角を大きくさせ、骨盤を前傾させていることがわかる。すなわ

ち、反り腰群では胸椎後彎が少なく、腰椎前彎が大きく骨盤が前傾気味、へたり群は胸椎

後彎が大きく、前彎すべき腰椎も後彎し、骨盤は後傾気味であった。以上の結果から、立

位姿勢と椅子坐位姿勢とは脊柱形状が異なり、長時間の椅子坐位姿勢は生理的彎曲を妨

げ、椎間板、脊柱起立筋、椎骨には負担をかけることになる。さらに、反り腰、へたり腰

となる椅子坐位姿勢は脊柱の特定部位に過度な負担を与えていることが明らかになった。

3. 生活様式、生活習慣の国際比較

3.1. 目的

日常の生活様式、生活習慣の文化による違いや共通点を探る。

3.2. 方法

日本、中国、ベトナム、イタリア、スペインに暮らす人々へのアンケート調査項目の中

から生活習慣と運動習慣に関する項目を抽出し、集計した。

3.3. 結果と考察

3.3.1. 女子学生

3.3.1.1. 移動手段

表 26 は各国女子学生の移動手段の比較を示す。日本（東京）は電車バス利用率が最も

高かった。これは調査対象の大学が首都圏にあって公共交通機関が発達しているからで、

同じ日本でも地方大学では自転車利用率が高かった（片山 2011）。それに対して、中国

（上海市）とベトナム（ダラット市）は徒歩の比率が最も高かった。中国（上海市）は大

都市であるのに公共交通利用率が低く徒歩が多かった要因として、大学近隣の寮に住む者

が多いということがあると推察される。また、ベトナムにはバイク通学者がいたが、日本

や中国には見られなかった。通学手段は日本と同様に、ベトナムや中国においても大学の

立地環境の違いによって異なってくると思われる。

表 26 移動手段の比較

国 電車バス 徒歩 自転車 バイク

日本（47 人） 34（72.3％) 13（27.7％) 11（23.4％) 0

中国（20 人） 5（25.0％) 16（80.0％) 0 0

ベトナム（65 人) 0 53（81.5％) 7（10.8％) 14（21.5％)
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3.3.1.2. 履物

表 27 は各国女子学生の日常における履物（人数と比率）の比較を示す。日本は革靴を

履く率が最も高く、中国はスニーカーを履く率が最も高い。ベトナムは革靴とスニーカー

およびサンダルを履く率がほぼ同じで、履物のバリエーションが多い。

表 27 日常の履物（人数と比率）

0017（85.0％）2（10.0％）中国（20 人）

0012（25.5％）35（74.5％）日本（47 人）

その他サンダルスニーカー革靴国

23（35.4％）34（52.3％）38（58.5％）36（55.4％）ベトナム（65 人）

3.3.1.3. 運動習慣

表 28 は各国女子学生の運動習慣の比較を示す。週1回以上運動をする者の比率は、日

本、中国、ベトナムの順であり、日本女子学生が最も運動をし、種目のバリエーションも

多いという結果であった。国によって運動習慣が異なる要因には教育や気候、経済的背景

などがあり、今後さらに調査を深める必要があるだろう。

表 28 運動習慣の比較

国 週 1 回以上の運動 人数（比率） 内容

日本（47 人） 22（46.8％） テニス 5、クラシックバレエ 1、
ラクロス 1、バレーボール 1

中国（20 人） 8（40.0％） 太極拳 1、バドミントン 2

ベトナム（65 人） 17（26.2％） 縄跳び 1、歩く 1

3.3.2. 中高年者

3.3.2.1. 移動手段

図 46 は各国中高年者の主な移

動手段を示す。日本の中高年女性

は、電車･バスが最も多く 76 人中

24 人（42.1％）であり、日本の

女子学生も同様な結果であった。

次いで徒歩が 30 人（39.5％）、自

動車が 24 人（31.6％）、自転車が

15 人（19.7％）となり、あらゆ

る方法がとられていた。中国の中

高年男女の主な移動手段は、徒歩
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図 46 各国の主な移動方法(％)
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図 47 各国中高年者の屋外での履物着用率

が最も多く 22 人中 14 人（63.6％）であった。この結果は中国の女子学生も同様であり、

徒歩通学者が最も多かった。次いで自動車が7人（31.8％）、自転車が2人（9.1％）、電

車･バスが0人となった。一方、スペインの中高年男女ともに主な移動方法は、自動車が

最も多く、女性は 16 人中 11 人（68.8％）、男性は 12 人中9人（75％）であった。次いで

徒歩であり、女性は7人（43.8％）、男性は4人（33.3％）、自転車や電車･バス利用者は

男女ともに0人であった。同様に、イタリアの中高年男女ともに主な移動方法は、自動車

が最も多く、女性6人中4人（67％）、男性9人中7人（78％）となった。次いで徒歩が

女性は3人（50％）、自転車や電車･バス利用者が0人であったが、男性は徒歩が2人

（22％）、自転車が1人（11％）、電車･バス利用者が1人（11％）であった。日本（東京）

では公共交通利用率が最も高かったが、中国（上海市）では徒歩、スペイン（バタホセ

市）やイタリア（カリアリ市）では自動車利用率が最も高かった。中国（上海市）は大都

市なのに公共交通利用率が少なく徒歩が多くなった要因として、近隣の運動教室に通う集

団だということが挙げられよう。

3.3.2.2. 履物

・屋外での履物

図 47 は各国中高年者の屋外で

の履物着用率を示す。各国の中高

年者は屋外履物の着用率は、ほと

んどの国において革靴ヒール無の

着用率が最も高く、スペイン男性

のみスニーカーの方が多かった。

スペイン中高年男性の靴ヒール有

の着用率がスペイン中高年女性よ

りも高い点が意外だった。ヨーロ

ッパ男性の靴のデザインの歴史

（William 2013）の影響が背景に

あるとも考えられ、この点については興味深い。さらに考察を深める必要があるだろう。

次いでスニーカーが多く、スペイン男性では 50％、スペイン女性は 40％、中国の順であ

った。

・屋内での履物

図 48 は各国中高年者の屋内での履物着用率を示す。屋内での履物は、日本中高年女性

以外の国においてサンダルの着用率が最も高く、中国では 90％、イタリア男女では約

70％であった。イタリア、スペインでも屋内で革靴着用は約 10％と少なく、日本とスペ
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インでは屋内を裸足で過ごす者がみ

られた。

3.3.2.3. 運動習慣

3.3.2.3.1. 現在の運動実施状況

日本の中高年女性で現在運動をし

ている者は 39 人（55.7％）、してい

ない者は 31 人（44.3％）であり、

中国女性は 17 人（41.5％）、してい

ない者は 21 人（51.2％）と約半数

が運動を実施していた。中国男性で

は運動をしている者は5人（62.5％）、していない者は2人（25％）、未回答者が1人とや

や、実施率は高い。スペインでは運動教室の参加者が対象であったために男女ともに

100％の実施率であった。一方、運動を実施しているイタリア男女はともに1名ずつとほ

んのわずかであった。

3.3.2.3.2. 運動内容

表 29 は日本の中高年女性の実施種目別人数を示す。日本実施種目別人数は、水泳8人、

テニス8人、太極拳7人、ゴルフ4人となり、その他は 12 種目に及んだ。

表 29 日本の中高年女性の実施種目別人数

スポーツジム4ゴルフ

1伝統舞踊7太極拳

1ジャズダンス8テニス

1ピラティス8水泳

ウォーキング1エアロダンス

1ステップ2ヨーガ

1社交ダンス2ジョギング

1ハイキング2ストレッチ

1

1

中国女性の実施種目別人数は太極拳8人、ランニング3人、ダンス2人、バドミントン

2人、水泳1人であった。中国男性は、ランニング2人、太極拳1人、未回答者が1人で

あった。スペイン女性は、太極拳2人(20％)、空手2人(20％)、未回答者が6人(60％)で

あった。スペイン男性は、空手4人(66.7％)、未回答者が2人(33.3％)となった。イタリ

アの中高年男女の実施種目は未回答であった。日本中高年女性の実施種目のバリエーショ

ンが他国と比較して非常に多かったが、このことは被検者数が多かったことが一因である
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かもしれない。

3.3.2.3.3. 運動実施頻度

日本の中高年女性は週1回以上が 36 人（47.4％）、月 1、2 回が6人（7.9％）、たまに

が 10 人（13.2％）、ほとんどしないが 13 人（17.1％）であった。中国の中高年女性では

38 人で、その内週1回以上が 26 人(68.4％)、月 1、2 回が4人(10.5％)、たまにが5人

(13.2％)、ほとんどしないが3人(7.9％)であり、中国中高年男性では週1回以上が7人

(100％)であった。スペインの中高年男女では対象者が運動教室参加者であり、週1回以

上が 100％であった。一方、イタリアの中高年女性では1人が月 1、2 回という回答、中

高年男性では、週1回以上が1人(16.7％)、たまにが1人(16.7％)、ほとんどしないが4

人(66.7％)であった。イタリア以外の国では週1回以上の頻度で運動している者が多かっ

た。これは調査対象が体操教室などに通っており、運動に対する意識が高い集団だったた

めと考えられる。

3.3.2.3.4. 運動経験内容

表 30 は日本中高年女性の運動経験種目別人数を示す。運動種目はテニス経験者が 25 人

と最も多く、次いで太極拳9人、スキー8人、水泳7人、ゴルフ5人となった。その他の

1～3人が経験した種目は 20 種目にも及び、バリエーションに富んでいた。

表 30 日本中高年女性の運動経験種目別人数

テニス 25 ハイキング 2

太極拳 9 ダンス 2

スキー 8 エアロビクス 2

水泳 7 バドミントン 2

ゴルフ 5 幅･高跳び 2

バレーボール 4 日舞 1

卓球 3 ボール運動 1

マラソン 3 アイススケート 1

陸上 3 エアロバイク 1

ランニング、中・短距離 3 ピラティス 3

バスケ 3 エクササイズ 1

ヨーガ 3 ソフトボール 1

体操 1

中国中高年女性ではウォーキング経験者が5名と最も多く、次いで太極拳3人、ランニ

ング2人、ダンス2人、水泳1人であった。中国中高年男性ではウォーキング経験者が4

名と最も多く、太極拳1人、ランニング1人、バイク1人であった。スペイン中高年女性
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では太極拳経験者が4名と最も多く、次いで空手2人、ランニング2人、ジム2人、ウォ

ーキング、リズム体操、フィットネス、テニスが各1人であった。スペイン中高年男性で

は空手経験者が3名と最も多く、フットボール、サイクリング、ジョギング、ウェイトト

レーニング、テニス、ゴルフ、合気道であった。イタリア中高年女性ではバレーボール、

水泳、アクアビクス、バスケットボール、サイクリング、ウォーキング、イタリア中高年

男性ではバレーボール3人、テニス2人、サッカー、柔道、ジョギングがあった。日本中

高年女性の経験運動のバリエーションが他国と比較して非常に多いのは調査人数が多いこ

とが一因であるとも考えられる。

3.3.2.3.5. 運動経験年数

図 49 は各国の運動経験年数の比較を示す。
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図 49 各国の運動経験年数の比較（年）

日本の中高年女性の平均値は 20.5 年（標準偏差 17.5）であった。内訳は1～14 年が

29 人（52.6％）、15～29 年が7（12.3％）、31～44 年が 14 人（24.6％）、45～60 年が5人

（10.5％）であった。中国中高年女性の平均値は 14 年（標準偏差 14.5）、1～14 年が8人

（66.7％）、15～29 年が2人（15.4％）、31～44 年が2人（15.4％）であった。中国中高年

男性の運動経験の平均値は 11.6 年（標準偏差 13.8）であり、1～14 年が6人（75％）、

15～29 年が1人（12.5％）、31～44 年が1人（12.5％）であった。スペインの中高年女性

の平均値は 20.8 年（標準偏差 13.8）であり、1～14 年が4人（44.4％）、15～29 年が3

人（33.3％）、31～44 年が2人（22.2％）であった。スペインの中高年男性の平均値は

34.5 年（標準偏差 5.7）と最も長く、15～29 年が1人（16.7％）、31～44 年が5人

（83.3％）であった。イタリア中高年女性の平均値は 22 年（標準偏差 24）、1～14 年が1

人（50.0％）、31～44 年が1人（50.0％）であった。イタリア中高年男性の平均値は 21.4

年（標準偏差 12.1）であり、1～14 年が2人（33.3％）、15～30 年が2人（33.3％）、

30～44 年が2人（33.3％）であった。これらの結果からいずれの国においても1～14 年
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間の運動経験者が半数以上であった。スペイン男性の平均運動経験年数が最も長く、平均

で 34.5 年であり、83.3％が 31～44 年間の運動経験があり、現在も運動指導者である。日

本中高年女性の中にも 31～44 年が 14％、さらに 45～60 年が 10.5％もおり、今回の被検

者は一般の平均よりも活動的な運動愛好者が多いといえる。

3.3.2.4. 姿勢時間

図 50 は各国中高年者の立位、坐位および臥位の姿勢時間の比較を示した。
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図 50 立位、坐位および臥位の姿勢時間

立位姿勢：

スペイン女性の平均時間が最も長く、7.9 時間（標準偏差 4.3）、スペイン男性は 7.5 時

間（標準偏差 2.1）であった。次いで、中国人男女が 6.9 時間（標準偏差 2.4）、イタリア

中高年女性は 6.8 時間（標準偏差 2.7）、日本の中高年女性の平均は 6.5 時間（標準偏差

3.4）であった。最も短かったのはイタリア男性の 5.6 時間（標準偏差 3.1）であった。

坐位姿勢：

イタリア中高年女性の平均時間は 9.1 時間

（標準偏差 2.7）と最も長く、中国中高年男

女は 8.7 時間（標準偏差 2.5）、イタリア中

高年男性は 6.7 時間（標準偏差 3.3）、日本

中高年女性は 6.6 時間（標準偏差 3.4）、ス

ペイン中高年男性の 6.2 時間（標準偏差2）、

スペイン中高年女性は 5.7 時間（標準偏差

3.2）であった。イタリア女性と中国男女は

9時間近くになったのに対し、他国では約6

時間であり、大きな差がみられた。
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臥位姿勢：

スペイン中高年女性の平均時間は 8.4 時間（標準偏差 0.7）、イタリア中高年女性は 8.3

時間（標準偏差 2.9）と長い。一方、スペイン中高年男性の平均値は 6.9 時間（標準偏差

3.2）、さらに、イタリア中高年男性の平均値は 4.5 時間（標準偏差 3.2）と男女で大きな

差がみられた。スペインやイタリアではシエスタという昼寝の習慣が女性ではなお続いて

いるために臥位時間が長く（8時間台）、イタリア男性はあまり昼寝せずに外での仕事の

ため短い（4.5 時間）ということが考えられる。日本中高年女性の臥位時間は平均値 6.2

時間（標準偏差2）、中国中高年男女臥位時間は平均値 7.6（標準偏差 3.5）であった。

図 51 は各国中高年者の床に坐る割合の比較を示した。日本中高年女性の 73％が床に坐

ると回答し、平均時間は 1.7 時間（標準偏差 2.1）であった。中国中高年男女は 95.5％が

床に坐ると回答し、平均時間は 1.5 時間（標準偏差 2.4）であった。古くから中国にはし

ゃがむ習慣があるため（川田順造 2008）21 人が回答したのではないかとも考えられる。

スペインやイタリア中高年男女では床に坐る者の比率が低かった。スペイン中高年女性の

平均値は3時間（標準偏差 1.4）、スペイン中高年男性では床に坐ると3名が回答し、そ

の平均値は 1.3 時間（標準偏差 0.6）であった。イタリア中高年女性では1人、イタリア

中高年男性では2人いたが、時間の記録はなかった。スペインには床に坐る習慣がない

が、被検者に空手や合気道など日本の武道の経験者が多くいたため、床に坐る時間が長く

なったとも考えられる。

3.4. まとめ

3.4.1. 移動手段

女子学生において、日本（東京）は公共交通の利用率が高かったのに対して中国（上海

市）とベトナム（ダラット市）は徒歩が多かった。ベトナムにはバイク利用者がいたが、

中国と日本には見られなかった。中高年者において、日本女性は公共交通利用率が、中国

男女は徒歩利用率が、スペイン（バタホセ市）やイタリア（カリアリ市）男女は自動車利

用率が最も高かった。以上の結果から、国により、年代によって日常の移動手段には差が

みられた。

3.4.2. 履物

女子学生の屋外履物は日本では革靴、中国ではスニーカーの着用率が最も高かった。

ベトナムでは革靴とスニーカーおよびサンダルの着用率がほぼ同じであった。 中高年者

の屋外履物ではヒールのない革靴の着用率が最も高く、屋内履物は日本女性以外において

サンダルの着用率が最も高かった。

3.4.3. 現在の運動頻度

日本の女子学生や中高年女性の現在行っている運動種目のバリエーションは、他国と比
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較して拡がった。中高年者において現在運動している者は日本女性と中国男女が

41～62％だったのに対し、スペイン男女は 100％だった。女子学生において週1回以上運

動をする者の比率はベトナム 26.2％、中国 40.0％、日本 46.8％となった。中高年者にお

いてイタリア男女は少なかったが、日本女性 47.4％、中国女性 68.4％となり、他は

100％となった。

3.4.4. 運動経験年数

日本の中高年女性の経験運動の種目は他国と比較して多かった。中高年者の運動経験平

均年数はスペイン男性が 30 年台を示し、中国男女が 10 年台を示し、他は 20 年台となっ

た。

3.4.5. 姿勢時間

中高年者の立位時間はスペイン女性が 7.9 時間と最も長く、イタリア男性が 5.6 時間と

最も短かった。坐位時間は他国が6時間前後だったのに対し、スペイン女性と中国男女は

9時間近くになった。臥位時間はスペインやイタリアの女性が8時間台と長く、イタリア

男性が 4.5 時間と短かった。床に坐る者の比率はスペインやイタリアでは2～10％台と低

かったのに対し、中国中高年男女（95.5％）や日本中高年女性（73％）は高かった。

（本章は佐藤ら（2013、2014）の研究の一部を抜粋し、加筆編集したものである。）

4. 健康と姿勢に関する意識の国際比較

4.1. 姿勢と意識

4.1.1. 目的

姿勢や動作には、姿勢に対する意識や身体各部位の痛みや不調の有無も影響を与えるも

のと思われる。良い姿勢をとるためには良い姿勢をとろうという意識を持つことが欠かせ

ない（和久田 2009）。姿勢に対する意識や身体各部位の痛みや不調は生活様式や文化等の

影響を受けるであろう。その影響の有無を把握し、他国との比較という観点から日本の姿

勢に対する意識、身体各部位の痛みや不調の現状を把握するため、本研究では異なる歴

史、文化、生活様式をもつアジア、ヨーロッパの国々で調査を実施し、その比較検討を行

う。

4.1.2. 方法

2010 年5月～2012 年9月に日本（東京都）、中国(上海市)、ベトナム(ダラット市)、イ

タリア（カリアリ市）、スペイン（バタホセ市）において質問紙調査を行った。姿勢に対

する意識については立位時、坐位時、食事時に姿勢を意識するかどうか、意識する場合は

頭、背部、肩、腹、腰、膝、足のどこを意識するかを尋ねた。姿勢に関連する痛み、不調

については姿勢に関する痛みの有無、有の場合は肩こり、腰痛、膝痛、足の痛みについて
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有無を尋ねた。

調査対象者は日本、中国、ベトナム、イタリア、スペインにおける 15 歳から 83 歳の健

康な男女 316 名であった。本研究ではそのうち女性 257 名について検討を行った。

各国の女性の対象者を年齢で学生、中高年に群分けし、各群において十分な調査対象者

が得られた国を今回の検討対象国とした。その結果、学生については日本（60 名）、中国

（20 名）、ベトナム（64 名）、中高年については日本（76 名）、中国（12 名）、イタリア

（9名）、スペイン（15 名）について検討を行った。なお、無記入の場合は分析対象から

外した。

4.1.3. 結果

4.1.3.1. 学生

表 31 に立位、坐位、食事時に姿勢を意識するかどうかを日本、中国、ベトナムで調査

した結果を示す。

表 31 各姿勢、場面における各国学生の姿勢を意識する人の割合（％）

95.597.0ベトナム

33.383.355.6中国

30.441.339.1日本

食事時坐位立位

95.5

姿勢を意識する女子学生の割合は、ベトナム、中国、日本の順に高い傾向が観察され

る。立位、坐位、食事時の各国の姿勢を意識する人についてχ2検定を実施した結果、姿

勢に対する意識は立位、坐位、食事時のいずれも国と関連があることが明らかとなった

（p＜.01）。残差分析の結果、立位、坐位では姿勢を意識する人はベトナムで多く日本で

少ないことが、また食事時では姿勢を意識する人はベトナムで多く、日本・中国で少ない

ことが示された（p＜.01）。

各国女子学生が立位、坐位、食事時に姿勢を意識する身体部位について調査した結果を

図 52 に示す。

身体のどの部位を意識するかについては日本では立位、坐位、食事時のいずれも背部を

意識するのに対し、ベトナムでは食事時に腹を意識する者が 60％と圧倒的に多い。中国

では背部とともに腰を意識する人が多い。

各国女子学生の身体各部位の不調がある人の割合についての結果を表 32 に示す。
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表 32 各国学生について身体各部位の痛み、不調がある人の割合（％）

10.515.857.957.9中国

15.96.731.140.0日本

足の痛み膝痛腰痛肩こり

19.73.78.114.5ベトナム

部位によって痛み、不調を訴える人の割合が多い国が異なる傾向がみられる。χ2検定

の結果、肩こり、腰痛を訴える人は国と関連があることが明らかとなった（p＜.01）。残

差分析の結果、肩こり、腰痛があると答える人は中国で多く、ベトナムで少ないことが示

された（p＜.01）。

4.1.3.2. 中高年

中高年の女性について、立位、坐位、食事時に姿勢を意識するかどうかを日本、中国、

イタリア、スペインで調査した結果を表 33 に示す。

日本では他国に比べて立位、坐位、食事時のいずれにおいても姿勢を意識する人の割合

が高い傾向が、また中国では坐位時に意識する人の割合が比較的高い傾向が観察された。

χ2検定の結果、立位（p＜.01）、食事時（p＜.05）においては姿勢の意識について国と

関連があることが明らかになった。残差分析の結果、立位時に姿勢を意識する人は日本で

多く（p＜.01）中国で少ないこと（p＜.01）、食事時に姿勢を意識する人は日本で多く

（p＜.01）中国で少ないこと（p＜.05）が示された。
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各国の中高年の女性が立位、坐位、食事時に姿勢を意識する身体部位についての結果を

図 53 に示す。

図 53 各国の中高年の女性が立体、坐位、食事時に姿勢を意識する身体部位

姿勢を意識する身体部位について、日本では立位、坐位、食事時のいずれも背部を意識

する人が多い。中国では背部とともに腰を意識する人が多く、立位、坐位、食事時のいず

れにおいても 50％を超えている。食事時について、日本では膝や足を意識する人が 14％

いるのに対し、他の国では0％であった。なお、姿勢を意識する身体部位について、スペ

インでは十分な調査を行うことができず、分析から除外した。

各国の中高年女性の身体部位の不調についての調査結果を表 34 に示す。

肩こり・腰痛は日本、足の痛みは中国で不調を訴える人が比較的多い傾向が観察され

た。χ2検定の結果、腰痛（p＜.01）、足の痛み（p＜.05）を訴える人は国と関連がある

ことが明らかになった。残差分析の結果、腰痛を訴える人は日本で多く（p＜.01）スペ

インで少ない（p＜.01）こと、足の痛みを訴える人は中国で多い（p＜.05）ことが示さ
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表 33 各姿勢、場面における各国の中高年の女性の姿勢を意識する人の割合（％）

33.344.4イタリア

23.161.530.7中国

60.268.080.0日本

食事時坐位立位

37.556.362.5スペイン

22.2



れた。一方で膝痛は国と関連がないことが示された。

4.1.4. 考察

女子学生を対象とした調査結果から、姿勢を意識する人の割合は日本ではベトナム、中

国に比べて低いことが明らかになった。日本では姿勢を意識している人の割合は約 40％

で、塩田らの研究（2005）と同様の結果であった。一方、姿勢についての関心、良い姿勢

への願望はより高いことが明らかになっており（塩田ら 2005、原田ら 2011）、大学生の

時期における姿勢への関心をこの時期に行動に移せるよう、日本の大学における姿勢教育

の更なる充実が望まれる。

身体各部位のどこを意識するかを尋ねた結果、日本では立位、坐位、食事時とも背中を

意識する人が多いことが明らかとなった。日本の女子大学生を対象とした梅谷ら（2011）

や塩田ら（2007）の研究でも、背中・背筋が最も意識されていることが示されている。意

識する身体部位は中国では背中に加えて腰、またベトナムでは坐位、食事時に腹を意識す

る人が多かった。この傾向の相違はそれぞれの国の生活様式や文化、価値観が反映してい

るものと考えられる。詳細は総合的考察で述べる。

身体各部位の痛みや不調の訴えについては肩こり、腰痛などが国によって異なる傾向を

見せることが窺えた。日本の中高年の女性は中国、イタリア、スペインと比べて腰痛が多

いことが示された。肩こり、腰痛は体のゆがみが一因である場合もあり、生活習慣、運動

習慣の影響も考えられるので、早急な対策が必要である。

4.2. からだの痛みの有訴と脊柱形状

4.2.1. 目的

ヒトは二本足で立ち、上半身は重い頭を支え、S 字状の生理的彎曲によってバランスを

とっている。姿勢はそれぞれの国の生活様式や文化、価値観が反映し姿勢が悪いと身体の

いろいろな部分に余分な負担をかけて、さまざまな故障につながる。肩こり、腰痛などが

国によって異なる傾向があるが、ここで、からだの痛み（肩こり、腰痛、膝痛、足痛）の

有訴状況と脊柱アライメントとの関係をみる。
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表 34 各国の中高年の女性について身体の各部位の痛み、不調がある人の割合（％）

53.841.725.050.0中国

20.643.245.958.0日本

足の痛み膝痛腰痛肩こり

37.042.312.034.6スペイン

15.040.023.828.6イタリア



表 35 被検者数（人）

イタリア 日本 日本 ベトナム
計

中高年 中高年 学生 学生

男 12 0 0 25 37

女 7 76 10 64 157

19 76 10 89 194

表 36 肩こり有無による身体特性

135.059.0人数（人）

51.353.2体重（kg）

157.8156.1身長（cm）

34.751.2年齢（歳）

肩こりなし肩こりあり

4.2.2. 方法

アンケート調査によって得られた結果から有訴者群と無訴者群に分け、スパイナルマウ

スで測定された立位時と椅子坐位時脊椎アライメントによって脊柱形状を比較した。

4.2.3. 結果と考察

4.2.3.1. 被検者

表 35 に被検者数を示した。

男性は 37 名、女性 157 名で計

194 名であった。

4.2.3.2. 肩こりの有無

肩こりの原因には筋肉の使い

過ぎ、体型、運動不足、ストレ

ス等が関係し、これらの要因が

いくつか組み合わさっている場合もあるといわれている（坂井ら 2002）。肩こりは日本人

特有のものと言われることもあるが、国によって表現が異なり、症状のほぼ同じものであ

る“back pain”、“neck pain”ともいい、本調査では症状を説明し、質問した。表 36 は

肩こり有無による被検者全員を合わせた身体特性を示したものである。

肩こり有訴群の平均年齢は 51.2 歳、肩こ

り無訴群は 34.7 歳と大きな違いがみられた。

肩こり有訴数は 59 人、有訴率は 30％であっ

た。保科（2014）の報告では日本人の肩こり

有訴率は 24.7％とあり、やや多めであった。

体格は有訴者の平均身長は 156.1cm と無訴

者より 1.7cm 低く、平均体重は 53.2kg と有

訴者が 1.9kg 多かった。

図 54 は肩こりの有無によって2群間の脊椎骨アライメントを比較したものである。左

側が立位時であり、右側は椅子坐位時である。

立位時における肩こり有訴群の脊椎骨アライメントは胸椎1-4、さらに胸椎7-10 に

おいて無訴群よりも大きな角度をもって曲がり、猫背気味である。さらに、腰椎において

も腰椎1-5までの凹凸が無訴群より大きい。椅子坐位時では特徴的に有訴群の胸椎第1-

2の後彎角が著しく大きい。肩こり有訴群は立位時に胸椎が猫背気味にあり、椅子坐位に

おいては頸が前に出ていることにより、頚椎前彎から胸椎後彎に急激に入っており、第7

頚椎の周りの筋肉等に大きな負担がかかり、肩こりにつながっているのではないかと思わ

れる。表 37 と図 55 は肩こり有無の2群間で胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角を
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比較したものである。左側は立位時、右側は椅子坐位時を示した。

肩こり有訴群は立位時、椅子坐位時において胸椎後彎角、腰椎前彎角も無訴群より大で

あり、猫背気味であり、姿勢を起こすのに負

担が多い。

4.2.3.3. 腰痛の有無

表 38 に腰痛の有無による身体特性を示し

た。腰痛有訴群の平均年齢は 51.8 歳、腰痛

無訴群は 35.6 歳、腰痛有訴数は 50 人、有訴

率は 26％であった。有訴者の平均身長は
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図 54 肩こりの有無2群間の脊椎骨アライメントの比較
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図 55 肩こりの有無2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

表 37 肩こりの有無2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

-2.072.93仙骨傾斜角

2.29-4.43腰椎前彎角

27.9831.50胸椎後彎角

肩こりなし肩こりあり

立位時 椅子坐位時

表 38 腰痛の有無による身体特性

142.050.0人数（人）

51.553.0体重（kg）

157.4157.0身長（cm）

35.651.8年齢（歳）

腰痛なし腰痛あり

9.79.8仙骨傾斜角

-20.0-21.5腰椎前彎角

31.133.2胸椎後彎角

肩こりなし肩こりあり



157.0cm で、無訴群は 157.4cm であり、平均体重は腰痛有訴群 53.0kg と無訴群は

51.5kg と有訴群がやや多めであり、体重の重さは腰に負担をかけ、腰痛の一因となりう

る。

図 56 は腰痛の有無訴群の立位姿勢時と椅子坐位姿勢時の脊柱アライメントの比較した

ものである。

立位時 椅子坐位時

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6

図 56 腰痛の有無による2群間の脊椎骨アライメントの比較

図 56 で明らかなように、有訴群の立位時、椅子坐位時ともに椎骨アライメントは胸椎

後彎角、および腰椎前彎角が大きい。立位時において有訴群は胸椎第1-4が大きく、第

4-6は著しく小さくなり、さらに第6-8と大きな凹凸を示した。また、有訴群の椅子坐

位時の胸椎第1-2、第3-4の高いカーブ、加えて腰椎は第1-2、第3-4において生理

的には前彎であるものが強い後彎となっており、これらが腰に強い負荷を与える要因にな

るのではないかと思われる。表 39 と図 57 は腰痛有訴群と無訴群の胸椎後彎、腰椎前彎お
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表 39 腰痛の有無による2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

9.99.2仙骨傾斜角

-20.6-20.0腰椎前彎角

31.033.6胸椎後彎角

腰痛なし腰痛あり

-1.3-2.2仙骨傾彎角

1.22.6腰椎前彎角

28.130.7胸椎後彎角

腰痛なし腰痛あり

立位時 椅子坐位時

立位時 椅子坐位時
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図 57 腰痛の有訴無訴群の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較



表 40 膝痛有無による身体特性

膝痛あり 膝痛なし

年齢(歳) 59.8 34.2

身長(cm) 155.8 157.7

体重(kg) 54.7 51.1

人数(人) 40.0 152.0

よび仙骨傾斜角を比較したものである。

胸椎後彎角は立位時も椅子坐位時も腰痛有訴群が大きい。骨盤の傾きは椅子坐位時に腰

痛有訴群の方がやや前傾傾向が強くみられた。腰痛有訴群のこうした骨柱アライメントは

腰痛への誘因になっている可能性が考えられる。

4.2.3.4. 膝痛の有無

表 40 は膝痛の有無による身体特性を示し

たものである。膝痛有訴群の平均年齢は

59.8 歳、膝痛無訴群は 34.2 歳であった。膝

痛有訴数は 40 人、有訴率は 20.8％であっ

た。体格は有訴者の平均身長は 155.8cm と

無訴群の平均値よりも 1.9cm 低いが、平均

体重は 54.7kg と無訴群より 1.9kg 多く、こ

の体重が膝への負担を大きくしていることが分かる。

図 58 は膝痛の有無群の立位姿勢時と椅子坐位姿勢時の脊柱アライメントの比較した

ものである。
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図 58 膝痛の有無2群間の脊椎骨アライメントの比較

膝痛の有訴群の脊椎骨アライメントを見ると立位姿勢時の立位時および椅子坐位時いず

れも胸椎および腰椎の凹凸が無訴群より大きい。膝痛有訴群には椅子坐位時の胸椎第7-8、

第8-9が著しく大きいこと、さらに、腰椎第5-仙骨第1角度の大きさと骨盤の傾きに

大きな傾きががみられた。表 41 と図 59 は膝痛の有訴群と無訴群との胸椎後彎、腰椎前彎

および仙骨傾斜角を比較したものである。
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表 42 足痛の有無による身体特性

157.020.0人数（人）

50.852.3体重（kg）

155.7156.7身長（cm）

38.455.0年齢（歳）

足痛なし足痛あり

表 41 膝痛の有無による2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

膝痛あり 膝痛なし

胸椎後彎角 35.2 30.7

腰椎前彎角 -20.5 -20.5

仙骨傾斜角 9.8 9.7

立位時

膝痛あり 膝痛なし

胸椎後彎角 32.5 28.0

腰椎前彎角 -4.7 2.0

仙骨傾斜角 3.2 -1.9

椅子坐位時

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

立位時 椅子坐位時

図 59 膝痛の有無2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

膝痛有訴群の胸椎後彎角、腰椎前彎角はともに立位時も椅子坐位時も無訴群より大き

い。膝痛有訴群には各椎骨アライメントをみて、椅子坐位時の胸椎第7-8、第8-9が著

しく大きいこと、さらに、腰椎第4-5から仙骨のアライメントの違いが膝の痛みを起こ

す誘因になっている可能性もある。

4.2.3.5. 足痛の有無

表 42 は足痛の有無による身体特性を示し

たものである。足痛有訴群の平均年齢は

55.0 歳、足痛無訴群は 38.4 歳と大きな違い

がみられた。足痛有訴数は 20 人、有訴率は

11.3％であった。体格は有訴者の平均身長は

156.7cm と無訴者 155.7cm、平均体重は有

訴者 52.3kg に対し、無訴者 50.8kg であり、

有訴群は身長、体重ともに無訴群より大きく、平均年齢も高かった。

図 60 は足痛の有無群の立位姿勢時と椅子坐位姿勢時の脊柱アライメントを比較したも

のである。立位姿勢時、椅子坐位時の足痛有訴群の胸椎アライメントは変動幅が大きい。

有訴群の特に椅子坐位時では大きく、胸椎第8-9、9-10 の角度は著しく高かった。
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図 60 足痛の有無2群間の脊椎骨アライメントの比較

表 43 と図 61 は足痛の有無、2群間の胸椎後彎、腰椎前彎および仙骨傾斜角の比較した

ものである。有訴群の立位時、椅子坐位時ともに胸椎後角は低いが、各椎骨のアライメン

トの変動の幅は大きかった。

表 43 足痛の有無2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較

10.39.6仙骨傾斜角

-20.3-19.7腰椎前彎角

36.132.8胸椎後彎角

足痛なし足痛あり 足痛あり 足痛なし

胸椎後彎角 30.2 36.9

腰椎前彎角 -2.8 2.2

仙骨傾斜角 -0.3 -0.8

立位時 椅子坐位時

-40.0
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0.0

20.0

40.0
立位時

図 61 足痛の有無2群間の胸椎後彎角、腰椎前彎角および仙骨傾斜角の比較
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4.2.4. まとめ

1. 加齢と痛みの関係を有訴状況からみると肩こりが有訴平均年齢は 51.2 歳と最も低い

が、有訴率は 30％と最も多かった。ついで、腰痛の平均年齢は 51.8 歳、有訴率

26％、次に足痛は 55 歳、11.3％、そして最も年齢の高いのは膝痛で平均年齢 59.8

歳、20.8％であった。

2. 痛みと椎骨アライメントの関係を見ると、立位時では腰痛有訴群の胸椎第1-4と第

8-9の角度の大きいことのほか、あまり大きな差は見られなかったが、椅子坐位時
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では痛みの部位によって特徴がみられた。肩こり有訴群の胸椎第1-2、腰痛有訴群

の胸椎第1-2の角度、腰椎後傾、膝痛有訴者の胸椎第7-9、胸椎後彎角、腰椎第5

-仙骨の角度の大きさ、足痛有訴者の胸椎第8-9が大きい傾向があるという結果がみ

られ、こうした脊柱アライメントの特徴が種々のからだの痛みと関連がある可能性が

あるのではないかと思われた。すなわち、これらの肩こり、腰痛、膝などの痛みは姿

勢の指導、さらに長時間同じ姿勢でいることを避ける等のからだの使い方によって、

軽減させる可能性があると考える。

5. 総合的考察

本研究における比較調査は、平坐位の下肢関節角度、立位および椅子坐位における脊椎

彎曲形状、立位時の足裏体重分布の3つの観点に絞って計測を行っている。このような三

つの観点から国別の比較を行った理由としては、それぞれの測定値が被検者の健康状態だ

けでなく、生活様式の特徴を反映する指標として扱うことができるという仮説にもとづい

ている。計測結果にしたがって具体的な考察を進めていこう。

5.1. 平坐位における下肢関節角度

床に坐る作法は足首、膝、股関節を深く屈曲することを条件とするため、下肢に一定の

柔軟性を必要とする。そのため床坐の習慣が失われると、下肢関節の可動域が狭くなって

さまざまなストレスを生じさせることとなる。

今回の調査では「正坐」「胡坐」「蹲踞」の3姿勢で下肢関節の可動域を調べたが、その

結果について以下に考察を進めていく。

5.1.1. 正坐

「正坐」はその名の通り「日本文化における正式な坐法」と一般的に考えられているが、

この言葉が全国に普及したのは明治以降のことで、近世以前には必ずしも正式な坐法と考

えられていたわけではない（熊倉 1999）。正坐は長時間行うと膝や足首にストレスが強く

かかるけれども、骨盤を前傾させることが比較的容易で、腰腹部には負担の少ない利点を

もっている。

日本以外の社会ではほとんど習慣化されることのなかった坐法であるが、ヨーロッパ人

および中国人の間では、跪いた状態から踵に臀部を着けることができない事例が見られ、

生活上の必然がない人々の間では容易に真似のできる坐法ではないことも窺えた。但し、

イタリアおよびスペインにおける一般被検者の多くは、正坐の姿勢自体が困難であったの

にもかかわらず、日本の武術やヨーガといった東洋に由来する身体技法の訓練を行ってい

る人々については、正坐の姿勢を取ることができる事例も確認された。つまり、床坐に必

要な関節の柔軟性は、椅子坐の生活習慣によって狭まりはするものの、必要な訓練を積む
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ことによって、再び柔軟性を回復させることもできる、ということが指摘できるだろう。

5.1.2. 胡坐

次に「胡坐」についてだが、この姿勢の技法的な特徴は、膝を大きく横に開くための股

関節の柔軟性である。つまり股関節を外旋するための柔軟性が足りない場合、床から膝が

大きく上昇してしまい、そのことが骨盤の前傾を妨げ、腰椎骨が後彎して椎間板や仙腸関

節にストレスを溜め込む傾向がある。したがって、正坐と比べて足首や膝への負担は少な

いけれども、股関節の柔軟性が養われていないと、腰腹部にストレスを強いる坐法である

と言える。

日本、中国、ベトナム、イタリア、スペインと、それぞれを比較してみると、股関節の

柔軟性については日本の女子学生がもっとも柔らかい値を示していて、成人についても日

本人女性の値がもっとも柔らかく、胡坐に対する適性の保たれていることが指摘できる。

5.1.3. 蹲踞

この坐法はかつての日本では排便時に行われていた坐法である。これを足首の関節と膝

関節の関連でみると、ベトナム人がもっとも柔軟性の高い特徴を示している。ベトナムに

おいては蹲踞姿勢で日常的な作業を行う習慣があり、こうした生活習慣にしたがって下肢

関節の柔軟性が養われていることは、容易に推察がつくだろう。

ベトナム以外の民族について、足首だけの関節角度を比較してみると、中国が 64.5 度

ともっとも硬く、他はどれも 60 度前後に分布している。これを膝関節角度との関連でみ

てみると、日本人は 35～36 度の範囲に標準値があるのに対してイタリア人は 50.0 度、ス

ペイン人が 45.5 度、中国人は 50.7 度でもっとも可動域が狭い値を示している。つまり足

首の角度には大差がなくとも、膝の可動域が狭い人々については、蹲踞姿勢を取ろうと試

みても膝が曲がらないので、踵に尻を近づけることができず、しゃがむ姿勢をほとんど取

ることができないことを示している。とくに中国人においては、ヨーロッパ人と比較して

も膝や足、股関節が硬く、床坐に対する適性の低いことが明らかとなった。

5.2. 脊柱彎曲の計測結果について

5.2.1. ベトナムの事例から

現地調査でベトナム人の身体を観察していると、背中の丸い、いわゆる猫背姿勢の人々

が眼につく。バイクを運転するとき、あるいはこの地でよく見られる坐面の低い腰掛けに

坐るとき、腰を大きく腹屈させた猫背姿勢で坐る様子が、とくに男性に多く見受けられ

る。

こうした目視による観察をふまえて、あらためて計測を行ってみると、意外なことにベ

トナム男性の胸椎には著しい後彎曲があらわれていない。むしろ日本人やヨーロッパ人と

比べても胸椎はまっすぐに近い値を示しているのである。ところが腰椎の彎曲および骨盤
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傾斜との関連で見てみると、ベトナム人男性は日本人男性と比べて腰部も骨盤も6～7度

後傾する値を示していて、全体的に腰が大きく腹屈する傾向があることが認められた。

一方、ベトナム人女性についてはこうした腰部の腹屈傾向も、胸部の後彎傾向も見られ

ず、日本人女性と似通った数値を示している。ベトナムの調査において、脊椎形状の男女

差が顕著にあらわれるひとつの理由として、ベトナム人女性は身体の姿勢がはっきり見え

る「アオザイ」を日常的に着用していることが思いつく。多くの男性と同様に、腰を後傾

させた脱力姿勢を取って「アオザイ」を着用したとしたら、衣服のシルエットが台無しに

なってしまう。こうした服飾様式に関連した美意識は、それを着用する人々の身体を一定

の作法へと導いていることが考えられる。

5.2.2. ｢猫背」とは何か

ベトナムでの計測結果からわかった一つの問題は、私たち日本人が「猫背」と感じる印

象と、現実の身体状況との間に齟齬が見られることである。観察者が目視して「猫背」＝

「背中が丸い」と感じたその印象に対して、実際に計測を行ってみると胸椎骨はまっすぐ

に近く、むしろ腰椎および骨盤が著しく後傾していることが明らかとなった。つまり、日

本語で「猫背」と言って理解される身体状況とは、「背中の丸さ」のみによるのではなく、

「骨盤の後傾斜」に由来する言葉であることが指摘できる。

健康的な姿勢の指標が「S 字」に彎曲した脊椎形状に求められるのに対し、骨盤が後傾

していると、脊椎全体が「C 字」の弧を描くようになる。この姿勢が椎間板に不均一なス

トレスをかけ、腰痛の主要な原因になっていることは医科学的にも自明のことではある。

しかし一般人による日常的な観察では、仙椎を含めた脊椎全体の「C 字彎曲」を、「背中

が丸い」＝「猫背」という風に、読み違えられてこの言葉が定着してきたことが考えられ

る。逆に胸椎が後彎曲していたとしても、骨盤の前傾が保たれていると、脊椎全体として

は「S 字」を描くことになるので、たとえ背中が丸くてもそれを「猫背」と認識されるこ

とはない。

ポジティブな姿勢を「自然体」の基準として見るときに、「猫背」という言葉はネガテ

ィブな、いわゆる「腰の抜けた」身体状況と結びつく。このネガティブな印象をもたらす

要因の真相は、胸部の後彎曲よりもむしろ、骨盤の後傾斜がもたらしていることが指摘で

きる。

5.3. 椅子坐位の腰型からみた脊椎アライメント比較

椅子に坐った姿勢で脊椎アライメントを計測してみると、立位時と比べて腰椎および骨

盤が著しく後傾斜する傾向がみられる。椅子に坐る際には大腿部が上体に対してほぼ直角

になるくらいまで近づいてくるので、これにともなって腰椎および仙椎が後傾し、椎間板

に不均一な圧力がかかることとなる（J. キーガン 1948）。この姿勢は、腰痛を引き起こす

身体と生活の比較文化

― 85 ―



最有力要因と考えられているが、椅子に坐ったままで骨盤の前傾を保つためには、股関節

や腰部一帯の関節に柔軟性を養うことが必須の条件である。したがって坐る本人がある程

度、姿勢に対する意識を持たないと、どうしても骨盤の後傾した「猫背」姿勢になる傾向

が否めない。

もともと椅子坐の歴史を長くもつヨーロッパ民族は、椅子坐に対する適性も高いように

思われがちだが、着坐時の脊椎形状を計測してみると、必ずしもその限りではなく、腰の

後傾したいわゆる「へたり腰」は日本人の間でもっとも少なく、次いで、イタリア人、そ

してベトナム人がもっとも多い結果となった。実際に椅子に坐るストレスは、ヨーロッパ

人の間でも非常に深刻で、二十世紀の初頭から椅子と姿勢の研究が本格的にはじまったの

も、このことに由来している。

今回調査した「骨盤の柔軟性」の項目では、日本の女子学生の間で「へたり腰」の傾向

は 29％であったのに対して、中高年女性についてはわずかに7％であった。逆に「反り

腰」の傾向は、女子学生が 30％、中高年女性は1％であった。若い女性の間では、標準

的な「立ち腰」が 41％を占める一方で、「猫背」と「反り腰」の両極にも分かれる傾向が

あることも確認できた。これには被検者の運動経験や生活習慣も関連してくるので一概に

即断はできないが、年配の女性の方にむしろ骨盤の柔軟性が保たれている事例は注目に値

するだろう。

5.4. 姿勢を整える意識について

姿勢を整えるときに、どこの身体部位を意識するのか、ということについてもそれぞれ

の社会に共通の傾向があり、これは今回の調査における新しい発見の一つであった。日本

では「背筋をのばす」というのが一般的であるのに対して、中国では背筋に加えて「腰」、

ベトナムでは食事時に「腹を意識する」という報告が多く聞かれた。しかも世代の異なる

人々を対象に聞き取りを行っても、同じ社会のなかでは共通の答えが返ってきており、姿

勢への意識は社会全体のなかで広く共有される感覚であることが考えられる。

人間はある部位に意識を置く時、そこの筋肉を緊張させる習性があるため、姿勢を整え

ようとするときに、背、腰、腹、あるいは頭の位置など、どこに意識を置くのかによって

同じ形であっても質的に異なる身体状況が生まれる。たとえば、ベトナム人の間で聞かれ

た「腹を意識する」という感覚は、日本の禅宗においても同様の指導法があり、「臍」に

意識を置く坐法が伝統的に継承されている。さらに禅宗には耳と肩とをまっすぐに結ぶよ

うにして、上体の姿勢を整える教授法が存在していたりもするのだが、こうした坐法は、

もともとは中国の天台密教から学ぶ形で日本にもたらされたもので、非常に古い歴史をも

った坐の指導法である。

ひとつ気がかりに思われるのは、日本に特有の「背筋をのばす」という教示法は、禅仏

身体と生活の比較文化

― 86 ―



教の教典や芸道の伝書のなかにもほとんど見られないことである。おそらく現在の日本人

にとって常識のようになっている「背筋をのばす」という感覚は、近代以前の日本には存

在しなかったもので、近代体育の教練のなかで作られたものではないかと推察される。

5.5. 坐の能力と起居様式

今回調査を行った国々における起居様式のあり方を今一度確認すると、まずヨーロッパ

では、ほぼ全域で椅子坐が採用され、床坐はほとんど行われていない。家の中でも靴を脱

がない彼らの生活は、衛生面からも床坐に対する禁忌の感覚が自然に生まれるにちがいな

く、服飾様式における下穿きや履物も、床に坐る事を想定して作られてはいない。こうし

た生活様式にしたがって、床坐に必要な足首や股関節の柔軟性が養われず、関節の可動域

が退化してゆくこともまた自然であって、今回の調査では、その結果を如実に示すものと

なった。

一方、日本においては床坐の歴史が長く、近代以降に椅子が導入され、戦後になって全

国へ普及した経緯がある。しかし、歴史的には平安期には中国から、中世にはオランダや

ポルトガルから椅子が渡来したことはあったが、それらは宮廷や寺院の限られた場所で使

用されたのみで、庶民一般に普及することはなかった。

いわゆる日本の伝統文化といわれる芸道のほとんどが、床坐で身構えを整えることを

「大事」としており、坐の修養によって心身の両面を整えようとする感覚は、中世以降に

発展した禅宗の影響が少なからず認められる。「姿勢が大事」と言って、今でも多くの

人々に共感を得ることができる国民性についても、こうした先達の築いてきた歴史があっ

てのことと思われる。

現在、生活の欧米化にしたがって、日本人の床坐の能力は著しく低下してしまったわけ

だが、それでも諸外国と比較をしてみるときに、正坐や胡坐、蹲踞等に必要な関節の柔軟

性は、多少は優位に保たれていることも確認された。

中国でも古代まで遡ると床坐の生活が行われていたのだが、すでに宋代には椅子坐が普

及していたことが知られている（西澤 2009）。中国における椅子坐は、魏晋南北朝から

700 年に及ぶ時間のなかで普及していったのだが、遅くとも 10 世紀には床坐の習慣はほ

ぼ消滅している。こうした起居様式の歴史を物語るかのように、中国人の間でも床坐に必

要な関節の柔軟性が退化している傾向が認められ、床坐の習慣をもたないヨーロッパ人と

同様の現象が確認された。

ベトナムは 1847 年にフランスから植民されて以来、ヨーロッパの生活習慣が比較的早

い段階で導入され、公共の飲食店や学校、オフィス等では椅子が普及しているのだが、一

般家庭や農村部では、床坐の習慣がいまだに多く残されている。またベトナム人の間で

は、しゃがんで作業をしたり、高さの低い坐具を用いてしゃがみ姿勢に近い格好で長時間
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過ごす習慣が見受けられる。ベトナム人の間で、正坐や胡坐、蹲踞といった床坐に対する

適性が高かったことの理由としては、こうした生活習慣によって足首や股関節の柔軟性が

保たれてきたことが指摘できるだろう。

5.6. 坐の思想と生活様式

「近代化」という言葉を生活様式の文脈で用いた場合、そこには「椅子坐の導入」とい

う意味がおのずと含まれる。欧米より発祥した進歩的な生活を享受することは、つまり彼

らの伝統的な起居様式である「椅子坐」を受け入れることを同時に意味しているのであ

る。しかし、立位や坐位といった基本姿勢についての価値観については、それぞれの社会

によって大きく異なり、床坐の習慣を放棄することは、「坐ること」から派生してきた

諸々の文化資本を放棄することと等しい。とくに西洋のキリスト教文化圏とインドから東

に広がるヒンドゥー・仏教文化圏とでは、「坐」の思想と技法にかんして対極的とも言え

るほど異なる歴史をもっている。

「坐」を中心とした瞑想修行の発祥は、古代インドにアーリア民族が侵入してくる以前

のインダス文明にまで遡る（湯浅 1990）。宗教的な修養に身体を積極的に用いたバラモン

たちの間では、“Asana”といわれるポーズの訓練が必須とされていて、サンスクリット

の語源を辿るとそれは「坐ること」を意味する。通常では考えられないような、関節の柔

軟性を要するヨーガにおける“Asana”の訓練は、結局のところ、坐りながら、静謐な瞑

想に入ることを目的としていて、その坐法においては長時間、ストレスなく、楽に坐って

いることができるような能力が養われていなければならない。一般人が行ったならば下肢

の関節に尋常ではないストレスを強いるような坐法であっても、まったく苦痛を感じず

に、楽々とできてしまうような柔軟性を養うために、“Asana”の訓練が行われると言っ

てまちがいではない。

こうした坐の瞑想法は、釈迦が開悟した時にも行っていたと伝えられ、また菩提達磨も

壁面に坐り続けて正覚を得たとされる。そのポーズは“Padoma Asana（蓮華坐）”と言

われ、禅における「結跏趺坐」と同様の坐法である。このようにバラモン・ヒンドゥー・

仏教には初期の頃から坐る修行を大事にしてきた歴史があり、そうした宗教的な伝統を曳

いている地域では、自然に床坐が好まれ、習慣的に定着したことだろう。（今回調査を行

ったベトナムにおいても、人口の8割が仏教徒であり、残る2割がイスラム教、キリスト

教、ヒンドゥー教、カオダイ教などで構成される。）

西洋化の進行と同時に、経済が発展し、生活が豊かになると、日本がまさにそうであっ

たように、床坐の習慣が失われ、椅子坐へと取って代わられる流れが、全世界的な傾向と

して見られる。とくに生活の中で習慣化された起居様式というのは、その宗教的・文化的

な意味合いが忘れ去られてしまっていることが多く、安楽で合理的な西洋文化が流入して
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くると、床坐の文化が消滅してゆく傾向は否めない。

東アジアのなかでも中国では近代よりも遙か以前に椅子坐が普及したが、その起源は騎

馬民族であった胡族の座具にあるとされる。文献上では、『後漢書』の霊帝(168-188)が

「胡坐」といわれる折りたたみ式のスツールを好んだことが伝えられていて、すでに2世

紀後半には貴人富室の間で用いられるようになった（西澤 2009）。

中国における床坐の作法に、皇帝や君主に跪く「跪拝」というものがある。そこから踵

に尻を着けた、「跪坐」という坐法が唐代までは行われていたが、椅子が普及するように

なると、着座の位置が高い者を高貴とし、床坐を蔑むような感覚が生まれた。このように

中国で床坐が失われていった理由には、足の関節にストレスの少ない騎馬民族の座具が貴

人の間で好まれたことと、坐位の高さによって身分に優劣の関係が生じたことと関係して

いる。床坐の作法を重んじた禅仏教も、中国においては椅子を用いて行われ、座具の形態

は宗教的な修養よりも、むしろ政治な上下関係を色濃く反映させている。

このように見てくると、社会的な作法として起居様式が定められるときの動機には、宗

教・政治・生活上の利便性といった要因が多重に交錯していることが理解できるだろう。

ひとつは心身の自然な調和を探求した修養に基づく坐法であり、これらは主に床坐を主体

にして行われてきたヒンドゥー・仏教文化圏の作法と言える。そこでは多種多様な坐法の

形が生み出されたが、その中でも代表的な「結跏」や「半跏」といった坐法は、一般的に

下肢にストレスを強いるように考えられているかも知れない。しかし、一定の教育的な訓

練を積むことを条件として、そうした坐法によって心身の健康状態を高めることが試みら

れてきたことも留意したい。

一方、政治的に定められる坐法では、身分の高い者が安楽を保ち、低い者が「かしこま

る」、つまり一定の緊張を強いられる図式が見られる。中国において「胡坐」とは、安楽

な座具を意味し、平安中期にこれが日本に渡来すると、安楽な床法に対して「胡坐（あぐ

ら）」という言葉が当てられるようになった。因みに、いまの日本でいう「正坐」とは、

貴人に対して「かしこまる」ための坐法であり、これを殿中の作法として定めたのは三代

将軍家光が最初とされる（二木 1999）。つまり、「胡坐」というのは身分の高い者が使用

した座具に由来する安楽な坐法のこと意味し、「正坐」はかつて「端坐」あるいは「かし

こまる」と言われ、目上の者に対する服従を示す身体的な記号であり、多分に政治的な意

味合いを含んだ作法であった。

政治的に定められた坐法は、身体の自然性や健康に基づく合理性とは別の動機から作ら

れたことが明らかで、一方、宗教的な修養から発祥した坐法には、一見すると窮屈に見え

ても、一旦その技法を身につけるときに、心身の両面に渡って健康状態を高めることので

きる合理性を備えていることが指摘できる。
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私たちは教育や生活の場で、作法や習慣のルール作りを行う場面にしばしば出くわす。

その時に、どのような合理に基づいて身体を扱い、どのようなルールを定めるべきか、と

いう問いを立てるだろう。そのときに身体技法の歴史的な由来を尋ね、身体の自然に適っ

たルールを再構成することができたとしたならば、児童・生徒を無意味なストレスから解

放し、身体の自由度をより大きく広げていく道筋も、同時に開かれていくのではないだろ

うか。
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