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国内外におけるメディア・スポーツ研究の動向と今後の課題

山本教人(九州大学健康科学センター)

Trend and Future Issues for Media Sports Studies Inside 

and Outside ]apan 

N orihi to Yamamoto 

Abstract 

This study has two main objectives. One is to examine the trend of media sports studies in recent 

years inside and outside the nation to identify how far these studies have reached. The other is， based 

on the above examination， to educe the issues to be addressed by media sports studies in the future. 

For this research we collected the papers on media sports reported inside and outside ]apan over 

roughly the past 10 years and investigated their contents. 

This study has clarified the following: 

1) The collected papers respectively fell under one of the three categories of studies on media 

message production， those on message contents， and those on audiences. 

2) The media sports studies overseas has increasingly recognized that the media messages are 

not arbitrarily interpreted by the scholars， but are read by the person who are living in a 

given social situation. 

3) Compared to the counterparts overseas， the media sports studies in J apan were extremely 

poor in terms of both quantity and quality. 

4) The issues needing to be addressed in the future studies of this field in J apan are the 

establishment of analytical frames to understand sports events including their media cover-

age as media events and the accumulation of empirical studies using these frames. 

しはじめに

マスメディア、とりわけテレビの普及がなかっ

たならば、スポーツは今日のように我々の生活の

重要な部分に果たしてなり得ていただろうか。一

方メディア産業、特にわが国におげるそれは、ス

ポーツをはじめとする様々な文化事業の企画と、

その報道を通じて売り上げを伸ばしてきた州とい

う歴史的な事実に照らしてみれば、その経済的な

成功の確かな部分をスポーツに依存してきたし、

しているといえる。このように、メディアとスポ

ーツは、その関係を「恋愛結婚Jに例えて表現す

Inslilule 01 Health Science， Kyushu Universily， 1， Kasugakoen 6 chome， ~ωuga-shi， Fukuo初 (816-

8580) 
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る者がいる 3iJように、お互いなしには生きていけ

ないほど密接な関係を今日形成するに至っているo

ところでCoakleyは、メディアは、出来事や

人々についての情報を、世界で何が生じているか

についての解釈を、そして多様な形態の娯楽を、

しばしば同時に伝えているといい、このようなメ

ディア・メッセージの特徴を、“interpretive in-

fotainment"3げ.湖芯1lとうまく表現している。スポ

ーツ番組や報道は、確かに我々に手頃な娯楽を提

供している。しかしながら、それは同時に選手や

監督、チームの状態についての情報を伝えるもの

でもある。しかもその場合、メディア・メッセー

ジは、「努力Jや「チームワークJ、「自己犠牲」な

ど、我々の社会で広く受け入れられている価値と

関わらせながら、そうした“infotainment"を解釈

するよう我々に働きかける。このように、スポー

ツが娯楽や情報として消費される過程で、我々は

支配的なイデオロギーに知らず知らずのうちに馴

染んでいき、結果的にその重要な引き受け手とな

るということがいえるとするならば、メディアの

上でのスポーツは、多くの人々にとっては「たか

がスポーツ」であるが故にこそ研究に値する大変

重要な問題を苧んでいるといえる。

しかしながら、以上のような決定論的なメディ

ア・イメージに対抗するような受け手についての

イメージを思い描くことも、我々には可能であるo

例えば、「メディア・リテラシ-J1!2Jという新しい
概念がわが国にも紹介され、メディアのメッセー

ジを批判的に検討することの必要性が認識される

ようになってきている九また、シカゴ学派のコミ

ュニケーション論の伝統に従うならば、メッセー

ジの意味を決定するのは、その送り手ではなく受

け手の「反応jである。従って、メディアの影響

力が現実にどれほど強大なものであろうとも、送

り手の意図しなかった読みが成立する可能性は、

少なくとも論理的には閉じられてはいないという

ことも確かにいえる。また、以下のようなことも

考えられるo 男女平等が我々の生活の各分野で浸

透しつつある今日、スポーツは、男が男であるこ

とを確認できる数少ない領域のひとつであると考

えられる。しかしながら、近年の女性一流競技者

が示すパフォーマンスは、ほとんどの一般男性の

それを遥かに凌駕するようなものであるo だとす

れば、美しいコスチュームに身を包んだ女性競技

者が示す卓越したパフォーマンスについての情報

は、女らしさと身体的卓越とが必ずしも矛盾する

ものではないこと、同時に、スポーツという「男

らしさの最後の砦Jも既に陥落してしまったこと

を暴いてしまうのではないだろうか。

このようにメディアによって伝えられるスポー

ツは、一方ではそれらを取り巻く広範な政治的、

文化的、経済的関係を再生産することに寄与し得

るであろうし、また一方では、既存のそうした関

係に変更を迫ることを可能ともしよう o メディ

ア・スポーツ研究の重要性について、ここでは以

上のようなことを確認しておきたい。

なお、本論文では「メディア・スポーツJの概

念を、佐伯に倣い「メディア・エージェントによ

ってメディア商品・製品として編成され、消費・

享受されるスポーツ情報」制と定義し、スポーツ

情報の生産過程、流通過程、消費過程を包含する

概念として捉えておくこととする。

II.研究目的と方法

本論文の目的は、国内外における近年のメディ

ア・スポーツの研究動向について検討し、研究の

到達点を明らかにすること、そしてこの作業を踏

まえ、特にわが国におけるこれからのメディア・

スポーツ研究の課題を析出すること、この二つで

ある。この目的のために研究は以下の手順ですす

められた。

まず、過去の約10年ほどの聞に国内外の学術

誌制に掲載されたメディア・スポーツに関する研

究論文を収集した。論文収集の範囲を過去の約10

年と限定した理由は、後に検討するように、 1990

年代に入りそれまでの理論的志向性とは趣を異に

する「文化研究J(cultural studies)の影響を受け

たメディア・スポーツ研究の成果が、欧米を中心

とする学術誌に数多く見受けられるようになって
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きており、メディア・スポーツ研究の今後に、な

お大きな影響力を持つであろうと考えられるから

である。

次に、近年のメディア・スポーツ研究の到達点

を確認するために、まずは収集された研究論文が、

どのような分析枠組みに依拠しながら、何を対象

とし、何を明らかにしたのか、などについて細か

く検討された。これを踏まえ、各々の論文は、こ

れまでメディア・スポーツ研究がカバーする範囲

とされてきた、メディア・メッセージの制作、メ

ツセ一ジの内容、そしてメツセ一ジの受け手につ

いての研究という 3つの主要カテゴリ一
3幻lI'陀1'.川問三リ刈3お却6釘74刷ω.8は川.12肌2

され、分類された。

最後に、これからのメディア・スポーツ研究の

課題を、近年のメディア・スポーツ研究が抱え込

む理論的、方法論的問題、およびわが国における

メディア産業とスポーツ・イベントとの歴史的関

係の観点から検討した。

IIl.結果

1 .圏外における研究動向

収集された国外における論文を細かく検討して

みたところ、各々の研究は、メディア・メッセー

ジの制作、メッセージの内容、そしてメッセージ

の受け手についての研究という 3つの主要カテゴ

リーのいずれかに分類が可能であった。以下、各々

のカテゴリー別に研究の現状についてまとめよう D

1 )メッセージの制作に関する研究

後に検討する他の二つのカテゴリーに属する研

究に比べ、メッセージの制作に関わる研究は量的

に不十分であり、分析枠組み、研究目的や対象な

どの点で拡散的であもるo

Lowes 26)とMacNeill 28)は、いずれもエスノグ

ラブイカルな手法で、メッセージの制作されてい

る現場を調査している。前者は、カナダの日刊紙

のニュース面制作現場をフィールドワークし、記

事を売らなければならないという圧力や緊張に対

処するための職業上のルーチンが存在することを、

そして後者は、カナダのテレビ局による1988年冬

季オリンピックアイスホッケー競技の番組制作場

面を調査し、スポーツイベントが選ぴ取られた特

定の文化的イメージに加工されていくプロセスを

確認している。 215名の女性スポーツ・ジャーナリ

ストを対象に、彼女らの職場における扱いなどを

調査し、職場におげる性差別や不平等などの問題

を明らかにした Millerand Mi11er 29)の研究も、制

作現場を対象とした研究ではあるが、前の二つの

研究とは関心を異にしている。この他にも、新聞

記事やテレビ番組がどのように構成されているの

かを、「語り J(narrative)の特徴から明らかにした

研究川i)や、スポーツ雑誌の書式や体裁が、あるバ

イアスのかかった読みを読者に促すようなもので

あることを論じた研究 10)などもこのカテゴリー

に分類できる研究であろうが、メッセージの制作

される現場を調査や研究の対象としているわけで

はない。

2 )メッセージの内容に関する研究

スポーツについての報道が、どのようなメッセ

ージを我々に伝えているのかということは、これ

までのメディア・スポーツ研究において最も好ん

で取りあげられた研究テーマのひとつである。こ

のようなことに関心を示す研究者は、メディアは

多かれ少なかれ視聴者のものの見方や行動に直接

的な影響を及ぽすとする「メディア決定論J的な

立場から、テレビや新聞、雑誌におけるスポーツ

の報道を量的、質的に分析し、報道の中に、性や

人種について広く受け入れられている考え、態度

を支持、強化するようなメッセージを確認してい

る)).4)・W.24>. 25). 2i). 32).33).41) -43). 48l。伊jえば、 Halbertand 

Latimer W は、 1992年にテレビ中継されたマルチ

ナ・ナプラチロワとジミー・コナーズとの間のテ

ニス競技で、スポーツ・コメンテーターたちが使

用した言語を分析した。それによると、コメンテ

ーターたちはナブラチロワが女性であることを強

調したり、コナーズのことを一度たりとも「男の

子jなどと呼んだりはしなかったのに対して、ナ

プラチロワには「女の子Jや「女の人Jという身

分を短めるような呼び方をしたなど、放送を通じ
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て不釣り合いなジェンダーの特徴付けが認められ

た。また WiIson48)は、メディアによるアフリカ系

アメリカ人パスケットポールプレーヤーの描写の

仕方を分析し、メディアがアフリカ系アメリカ人

を、「良い」黒人か「悪い」黒人のいずれかにステ

レオタイプ化して伝える傾向にあることを見出し

た。

ところで、このような決定論的なメディア・イ

メージは、今二つの大きな問題に直面している。

ひとつは、メディア・テキストをどう読むかは、

それを読む人の社会的属性に依存しているので、

人はある種の読みがテキストに固有のものである

と確信を持っていえないという問題、そしてもう

ひとつは、好まれた読みが確かに存在するという

ことを認めるにしても、実際の読み手がテキスト

を好まれた読み通りに読むとは限らないという問

題である4iJPP.22幻。このような難問に対して、Davis

6)PP.悶 -liOは「抽象化されたみる者の位置J(ideal 

subject position)という概念の有効性を主張する。

つまり、スチール写真がそうであるように、テキ

ストを構成した主体は、普通テキスト上において

は不在、ないしは不可視であるが、それは読み手

が構成されたテキストの立場に同一化することで

補完される。このため、メディア・メッセージを

解釈する際には、記事や報道が何を念頭に置いて、

誰のためにデザインされているのかを考慮してお

かなければならないということになる。 Davisは

さらに、この概念をスポーツ・イラストレイテッ

ド誌の分析に適用し、同誌が、宗教的にはクリス

チャンで、性的志向が異性愛である、西洋の豊か

な白人男性に訴えかけるような「みる者の位置J
を示唆していると結論している 6}I'RIm-1780 また

White and Gillett 41JPl'.おおは、ボディピル雑誌であ

るフレックス誌の広告を分析する際、同誌におけ

る広告が、性的志向が異性愛の若い男性読者を念

頭に置いてデザインされていると仮定した上で、

「弱い者への語りかけJ、「変身の約束J、「筋肉によ

る男らしさの表出Jといった広告の主要テーマを

確認している。

3 )メッセージの受け手に関する研究

近代産業社会の中でのメディア・スポーツ視聴

を、未聞社会や伝統社会における宗教的儀礼と同

等の機能を持つものとして位置づける解釈学的な

研究がいくつか存在する1川 4)ヘ例えばEastman

and Riggs 1¥)は、ひいきチームのユニフォームや

お守りを身につけてテレビ観戦するスポーツファ

ンの儀礼的行為を、ゲームの結果に影響を及ぽす

ための、半分は遊びで、半分は真面目な努力とし

て解釈する。また、 Realand Mechikoff 34)は、過

去150年間のメディア・テクノロジーの発達は、例

えば「野球につれていって」といういい方から「野

球を家に持ってきて」といういい方が可能である

ほど、観衆のスポーツ経験の質を変化させたとす

る。そして、このようなメディア・テクノロジー

の発達と商業主義とが、巨大スポーツ・イベント

についての儀礼的経験を形作る強制として作用す

るという。さらに、現代のメディア・スポーツ・

イベントの本質は、功利主義者の感覚では「何も

もたらさない」ゲームそのものにあるといった意

味で、またそれは、死や男らしさ、怒り、誇り、

敗北、思恵、運といったテーマを取りあげ、それ

らを包含する構造の中に秩序づけるといった意味

で、ギアーツが分析したパリ島の闘鶏に似ている

という o

さて、先に検討したメッセージの内容に関する

研究の多くは、「メディア決定論J的なスタンスに

立つ研究であった。メッセージを解釈する受け手

に対して、送り手の影響力の優位を仮定するこの

ような研究とは対照的に、「受け手の主体性、能動

性Jを強調する研究も存在している札問。代表的な

研究は、 Duncanand Brummett 9)によるものであ

る。彼らは、テレビ中継されたスポーツ・テキス

トが、女性にとってリベラルな、そしてラデイカ

ルなエンパワーメント鮭5)の資源となるのではな

いかと論じる。この場合、リベラルという言葉を、

ある社会で確立されたルールや条件の中での民主

的な参加の拡大という意味で、そしてラデイカル

という言葉を、確立されたルールや条件の外側で

の、それらに対抗しさえするような考えや行為の
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可能性の拡大という意味で使っている。例えば、

テレビ中継されるフットボールのゲームは、視聴

者をゲームそれ自体の中に、そして多くのファン

の中に拡張するが、このような、マクルーハン的

意味でのメディアを通した自己の拡張は、多くの

スポーツで実際に参加することを阻まれている女

性にとっては、重要なリベラル・エンパワーメン

トのための資源となるのだという o しかしながら

この種のエンパワーメントは、中継されたフット

ポールが依拠している家父長制という前提を結果

的には支持することになるため、女性にとっては

自己破壊的であり、究極的には彼女らをディスエ

ンパワーするものであるという。ところが一方で

は、女性のテレビ視聴者は、男性よりも中継され

ているフットポールの試合に対して、皮肉や誇張

に満ちたコメントを発する傾向にあることも確認

されている。このことは、彼女らがフットポール

を受付入れるよりも、しばしばその好まれた読み

を拒絶、あるいは破壊することを意味しており、

ゲームという制度に対する女性からの攻撃だと解

釈できる。これが、女性をラデイカルにエンパワ

ーすることであるo

2 .わが国における研究動向

メディア・スポーツ研究の重要性や必要性につ

いては、わが国でも近年盛んに論じられるように

なってきている齢が、関連学会誌に掲載された論

文となるとわずか 6本と極めて少ないのが現状で

ある。このため以下では、その各々について簡潔

に要約する。

わが国における今日のメディア・スポーツ研究

に対する関心の高まりに先鞭を付けたのは、おそ

らく清水の論文制であるo 氏は全国高校野球選手

権大会のテレビ中継を、映像内容と音声について

量的に、視聴者の反応を記号論的に分析し、「一生

懸命さJ、「郷土意識」、「一体感」、「努力J、「理想

としてのヒーローJ、「友情」という高校野球の神

話を確認した。また橋本純一山は、清水とほぼ同様

の関心、方法論で、日米の野球記事とテレビ中継

を記号論的に分析し、統率や不屈の精神など、個

人の道徳的価値に関するイデオロギーや、人間関

{系、エスノセントリズム、ローカルまたはナショ

ナル・アイデンティティ、セクシズムなどのイデ

オロギーを確認しているo これらはいずれも、現

代社会における儀礼的経験のひとつとして、スポ

ーツ報道の受容、あるいは演出を位置づげる点で

共通しているといえよう。

このような研究に対し清水はその後、記号論的

分析の静的で、固定化された意味解釈の限界に対

する認識から、受け手が意味を生成する場へ注目

する必要性を主張する。そして、徳島県池田町の

住民を対象に、甲子園野球の意味解釈についてフ

ィールドワークを行い、メデイアの伝える神話が、

その土地のコスモロジ一や自然環境の中で強化さ

れていくプロセスを描き出している4刷0ω}

スポ一ツに何か特別な意味や機能があると最初

から仮定し、受け手の能動性を全く等閑視してい

たところに、先の清水をはじめとするこれまでの

メディア・スポーツ研究の限界があったと批判す

る川口加は、「利用と満足研究」を理論的拠り所と

しながら、テレビのプロ野球中継と高校野球の中

継から人がどのような充足を得ているのかを分析

した。結果として、野球経験の違いにより、野球

中継から得る充足の幅や程度に違いがあることを

明らかにしている。

既に検討したように、ジェンダー・イデオロギ

ーは、圏外におけるメディア・スポーツ研究の主

要なテーマのひとつであったが、わが国において、

このような関心からメディアを分析したのが木

村21lである。氏は日本の三大新聞を対象に、報道の

受け手が、女性スポーツ記事の言語表現の中に女

性差別や性のステレオタイプを感じ取るかどうか

を、受付手自身がどのような女性観を持っている

のかということとの関わりで分析した。そして、

伝統的な女性観を拒否し、かつ差別表現に感受性

の高いグループと、反対に伝統的な女性観を受け

入れ、かつ差別表現に感受性の低いグループとで

は、新聞報道の表現を性差別であると受け入れる

かどうかに違いが生じることを明らかにした。

橋本政晴削は、清水、橋本純一の研究に対して
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は、解釈されている意味が生成されるメッセージ

の制作現場が等閑視されているとして、そして川

口に対しては、制作者不在の受け手中心の分析で

あるとしてともに批判の組上に載せ、制作者と視

聴者を、物理的な境界を定めることのできない擬

似的なせめぎあいの関係にあるものとして捉えるo

この上で、スポーツ番組の制作現場であるテレビ

局のフィールド調査から、番組がメディア・テク

ノロジーの強い支配のもとで制作されていること、

スポーツの様々な場面に対応した制作の手法や空

間の組織化が存在し、それらが番組に共通したパ

ターンを生み出していること、そして、このよう

な制作現場に潜むメカニズムは、制作者たちが直

接対面することのない受け手の評価を意識するこ

とにより生成されたものであることを明らかにし

ている。

以上、わが国におけるメディア・スポーツにつ

いての研究を、それらがカバーする領域に沿って

分類しておけば、橋本政晴の論文はメッセージの

制作に関わるもの、橋本純一の論文はメッセージ

の内容に関わるもの、そして、清水、川口、木村

の論文はメッセージの受け手に関わるものとして

分類できるだろう o

w.考

1 .研究の到達点

察

Kinkema and Harrisは、 1991年までのメディ

ア・スポーツに関する152の先行研究を検討し、視

聴者によって行われる実際のスポーツ・テキスト

の解釈を検証するための努力はほとんど払われて

いない、と研究の問題点を指摘している却1'.印。検

討してきたように、この優れた論文が公表されて

以降約10年間ほどのメディア・スポーツ研究の現

状をみてみると、メッセージの内容に関する研究

に多くの努力が払われている反面、メッセージの

送り手や受け手についての研究は量的な蓄積が十

分なされてきたとはいい難かった。この意味では、

メディア・スポーツ研究の問題点をめぐる彼らの

指摘は、今日の、そして今後の課題でもあるo

とはいえ、メディア・メッセージは受け手に直

接的な影響を及ぽすとの仮定に立ち、受け手がそ

れをどのように解釈しているのかということを具

体的に検討することのないまま行われてきたこれ

までの研究に対して、今日猛反撃が加えられてい

ることもまた明かであった。つまり、メッセージ

を多様なやり方で解釈する視聴者やファンの存在

を、これまで研究の視野に収めて来なかったので

はないかという批判である。このメディア決定論

に対する反撃に理論武装を提供しているのが、「文

化研究J(cultural studies)である。「文化研究jは

当初よりメディア研究に多大な関心を示してき

たmが、メディアは消費者のものの見方や行動に

直接的な影響を及ぽすと仮定する立場にも、情報

の受け手は、彼らの欲求に適うような多様なやり

方で、自由にメディアを利用すると仮定する立場

にも解消不可能なものとして自らを位置づけてき

た。そうではなく、それはメディアの発信するメ

ッセージが、社会的状況においてどのように作用

するのかということを、受け手の解釈という観点、

からつぶさに明らかにしていこうとするo

メディア・スポーツ研究は今、メディアのメッ

セージは、特定の社会的状況に身をおく受け手が

読み取るものであり、研究者が窓意的に解釈する

ようなものではないという自覚を強めてきている。

このことを、メディア・スポーツ研究の新たなる

到達点として評価し、このような新たな観点から

の研究を可能とするための様々な模索が行われ、

成果の一部が世に関われるようになってきている

ことを研究の現状として把握しておきたい。

2.今後の課題

メディア・スポーツ研究が到達した新たな地平

から、解決しなければならない今後の課題につい

て展望するなら、メディアのメッセージを、受け

手が身を置く社会的状況で彼らがどのように解釈

しているのか、そして、そうした解釈という実践

を通じて、どのようなイデオロギーや権力が再生

産され、あるいは変更されているのかということ

を検証するための方法論をいかに確立していくか
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ということが最大の課題となろう o 別言すれば、

「挑戦すべき課題は、権力とイデオロギーのf垂直

的j次元と、日常的な家庭生活のコンテクストに

テレピ (υメデイア)が入り込み接合される『水平

的j次元の両方に敏感なテレピ(メデイア)消費

のモデルを作り上げることであるJI肌1

よう o

このような課題に対して、「抽象化されたみる者

の位置」という概念を使用したメディア・メッセ

ージの内容分析の有効性を主張する研究者が現れ

はじめたことは既に検討しておいた。これは、テ

キストを構成した者の立場に自らを同一化し、送

り手がメッセージに込めた意味を解釈していこう

とするやり方である。しかし、テキストを構成し

た送り手の立場に、メッセージを解釈する研究者

の立場を重ねるというそもそも困難なことが、「み

る者の位置Jを採用することで仮に可能となった

としても、受け手が送り手によって込められた意

味を期待遇りに読むという保証は何もない。この

意味で、「みる者の位置Jを採用したメッセージの

内容分析も、研究者の窓意的な解釈という限界を

免れていないように思われれる。

ところで、決定論的なメディア・イメージに対

する批判が高まる中、メッセージの受け手をめぐ

る一部の研究において、新たな理論的問題が生じ

てきつつあるように思われる。つまり、受け手の

能動性が過度に強調されているのではないか、と

いう問題である。例えばDuncanand Brummett9
) 

は、フットポールのテレビ中継を視聴する際、女

性が皮肉や誇張に満ちたコメントを発することが

あるということを、女性のラデイカルなエンパワ

ーメントだと解釈する。しかしながら、そのよう

な些細な抵抗が、フットポールというゲームやメ

ディアという制度に、一体いかほどの対抗的な影

響を持ち得るといえるのであろうか。「文化研究J

は、あらゆる決定論に対して極めて慎重な態度を

取ってきた。メディアの権力に対して、受け手の

自由意志を勝利させることは、「文化研究Jが最も

避けてきた二分法のもう一方の側に結局舞い戻っ

てしまうことを意味するのではないか。

研究対象に関する問題と課題についても、若干

述べておこう o 検討してきたように、これまでの

メディア・スポーツ研究は、その多くがオリンピ

ックやワールドカップなどの巨大スポーツ・イベ

ントを対象としてきた。しかしながら、このよう

な巨大なイベントがメディアにのるスポーツ・イ

ベントのすべてではない。わが国におげるプロ野

球やサッカー、大相撲の中継のように、我々の日

常経験の一部とでもいえるようなスポーツの報道

は、我々に一体何をもたらしているのだろうか。

このような観点からの研究も、今後必要とされょ

っo

最後に、わが国におけるメディア・スポーツ研

究のこれからの課題についてまとめておこう。わ

が国におけるメディア・スポーツ研究の現状は、

量的にも質的にも極めて不十分な状態にあるo 従

って、まずは研究の量的蓄積ということが課題と

なろう o その際、やはり「文化研究jがひとつの

重要な理論的な導きとなるに違いない。しかしな

がら、そこで十分注意しなければならないのは、

「文化研究Jを無批判に受け入れ、その枠組みの中

にわが国のメディア・スポーツの現実を押し込め

るようなことがあってはならないということであ

る。そうしたやり方は、おそらく「文化研究」に

最も不誠実なやり方である。

このようなことに配慮するなら、以下のことに

も注意を向けておく必要があるo 周知のように、

スポーツを含むメディア・イベントとメディア産

業との密接な結びつきは、わが国に特有な現象で

ある。報道の主体がその対象を主催するというこ

の特異性は、スポーツ情報の編成や流通、消費に

のみに研究の関心を限定してきたこれまでのメデ

ィア・スポーツ研究の限界を示しているように思

われるo こうしたことを考えると、スポーツ・イ

ベントとその報道とを含め、メディア・イベント

として理解するための分析枠組みの構築と、それ

による実証的な研究の蓄積が、特にわが国におげ

る今後の研究課題となろう。これは、メディア・

イベントの概念を、メディアが主催するイベント、

メディアに媒介されるイベント、そしてメディア
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によってイベント化される現実の三層に分け、こ

れらを互いに密接に結びついた全体的な過程とし

て把握することの必要性を主張する吉見の議論聞

と問題意識を共有するものである。

註

1 )“infotainment"とは、“information"と

“entertainment"とを組み合わせた造語。

2 )メディアのあり方を社会構造のなかにおいて

理解し、メディアの提供する情報を正しく読み

解き、メディアを使いこなす人びとの能力のこ

と45)。

3)本研究では、学術誌に掲載された関連論文の

み検討の対象とした。これらの論文を検討する

ことで、メディア・スポーツに関する学会とし

ての研究水準を理解することが可能であると考

えるからである。

4 )この 3つのカテゴリーは、先に示したメディ

ア・スポーツが包含する 3つの過程、つまり、

スポーツ情報の生産過程、流通過程、消費過程

に符合しているo

5)社会的に差別や搾取を受けたり、自らコント

ロールしていく力を奪われた人々が、そのコン

トロールを取り戻すプロセスを意味する用語23}0

6 )例えば、 1999年 3月、広島市で開催された「日

本スポーツ社会学会Jでは、 21の報告の内 4つ

がメディア・スポーツについてのものであった。

また「体育の科学」誌3Ilは、 1997年12月号で「メ

ディア・スポーツ論Jの特集を組んでいるo

7) カッコ内は著者。
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インステップキックのスイング速度を左右する

スイング脚の回転軸の引き上げ動作

井上伸一(佐賀大学)

伊藤友記(久留米大学研究員)

The effects of lifting the rotational axis on swing speed 
of the Instep Kick 

Shin-ichi Inoue1
) and Tomoki Itoh2

) 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the hypothesis that expert soccer players lifted the 

trochanter major of the swing leg remarkably before impact to increase the speed of the swing leg 

when performing the Instep Kick in soccer. This movement pattern is referred to as “lifting the 

rotational axis of the swing leg". To examine this hypothesis， an experiment was carried out on the 

Instep Kick in soccer and did some computer simulations. The results were as follows. 

1) Simple pendulum models demonstrated that the movement pattern of lifting the rotational axis 

of the swing leg contributed to an increase in speed of the swing leg. 

2) Experts (n= 18) were found to lift the rotational axis of the swing leg to a greater degree than 

novices (n = 8) . 

3) Computer simulations of the swing leg developed by combining data of torque patterns data of 

the thigh and the leg from the novices with kinematic data of the trochanter major from the 

expe此 groupresulted in a slight increase in swing speed (simulation 1). When just the kinematic 

data from the most accomplished expert alone was used， a remarkable increase in swing speed 

was seen (simulation 2) . 

These results suggest that the movement pattern such as lifting the rotational axis of the swing 

leg was useful in increasing the swing speed when performing the Instep Kick in soccer. 

1 .緒言

1 • 1 はじめに

ポールゲームにおいては、ポールを目標に向か

って正確に、かつできるだけ高速度で打ち出すこ

とが重要な場合が多い。ポールをできる限り高速

で打ち出すためには、一般にインパクトの瞬間の

ポールとの接触部の速度を高めることが求められ

1) Saga University. Honjo 1. sl明 -shi.840-8502 jAPAN 

2) Kurume University. Goi-machi 1635. Kurume-shi. 830 jAPAN 
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る。

スイングスピードを効率良く高めるための手段

のーっとしてよく知られているのが、ムチ動作と

呼ばれる連携された動作様式である6)九この動作

のねらいは、ムチのようにスイングの初期には基

幹部の回転力を高め、スイング後期では基幹部の

回転を止める、あるいは逆方向へ回転させること

により、基幹部で発生したエネルギーを末端部へ

効率良く転移させ、末端の速度を急激に上昇させ

ることにある。このムチ動作はスポーツの種目を

問わず、スイングを伴う動作において求められる、

いわゆる「動きのコツ」のひとつであるといえ

る3)12)。

上記したムチ動作がキック動作においても顕著

に見られるという報告がある%またスイング速

度が増大するにつれ反発比(ポール速度/インパク

ト直前のインステップ部の速度)は減少する傾向

にあり 1)同じスイング速度でも熟練者ほどポール

の蹴り出し速度が大きいという報告もある 11)。

これらの報告のうち、ムチ動作に関する研究に

おいては大腿部と下腿部のスイング位相のずれを

問題としているし、ポールの反発比や蹴り出し速

度の違いについては、足関節が固定されているか

どうかに着目している九これらのようにキック

に関する研究は下肢の各関節回りの回転運動に着

眼し解析・考察を行ったものがほとんどである。

1 • 2 回転軸が上下する振り子モデルの導入

太田は未熟練者との比較により、熟練者のイン

ステップキックの特徴をいくつか挙げている九

例えばパックスイングの際の蹴り足の後方への振

り上げ動作及びフォロースルーでの前方への振り

上げ動作が大きいこと、またフォロースルーにお

いて上体の前方への倒し込みが顕著であることな

どである。それらの結果のうち特に著者らが注目

したことは、インパクト時の重心の鉛直方向の上

向きの速度が、熟練者の方が有意に大きいという

ことであるo 確かに我々がマスメディアなどを通

して見る一流選手のキック動作はインパクトあた

りから上方へからだ全体が伸び上がり、キック後

は大きく跳ね上がっているように見える。

本研究ではインステップキックにおけるスイン

グ脚の動きに注目することにする。上述したよう

な重心の挙動は、スイング脚においては大転子の

動きに影響が深いのではないかと予想される。重

心の鉛直方向の動きがスイング脚の回転軸の鉛直

方向の動きに完全に同調しているとは言えないが、

太田の報告からスイング脚の回転軸は鉛直方向に

も動きを伴い、熟練者の方がその動きが顕著なの

ではないかと推察される。またこの回転軸の動き

がスイング速度に影響する可能性が考えられる。

そこでまず回転軸の鉛直方向の動きがスイング

速度に与える影響を推察するために、簡単な 1リ

ンクの剛体振り子運動を想起した。そして、振り

子の回転軸が上下する力学モデルを作成し、コン

ビュータシミュレーションにより回転軸の鉛直方

向の動きが振り子の速度に与える影響を調べた。

なお、この剛体の振り子運動の初期条件として、

振り子を水平位置に置き初速度は与えないものと

した。振り子モデルの運動方程式、振り子の力学

的特性、また回転軸の振動の様式を図 1に示す。

r9-x 

m.:i=Fx 

m.y=丹一時

I・O=F%.r.α路 O+Jiシ・r.sin0 

ただし

x=-r'8inO+.xc 

.1=r・∞80+.1'

x:虚心のx.m概
.1:ot心のym傑
.xc:図転紬のXO!観

.1.:1iiI転舶のym概
F%i:";方向の帽に作用する力

Fyl:y方向の舶に作用する力

11=0.171同mZ:慣性モーメント

m=2.0kg:質量

L=O.62m:長さ
r=O・劫n:回転中心から盤心までの距.

また回転紬に与える援助は

固定例のとき

ゐ =0
.1.=0 
下隊上昇例のとき

.xc=0 

.1.= Isin (20-;r) I /5 
上昇下降例のとき

.xc=0 

.1.= 18in 2 (O-;r /2) I /5 
なおそれぞれの録舗は0.2mである

図 1 振り子モデルの迎動方程式、援り子の特性および回

転軸の振動の様式



1 • 3 振り子モデルのシミュレーション結果
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振り子の先端の水平速度は最大値を示している。

中、下段は原点を中心に回転軸が上下する振動を

与えたモデルのシミュレーション例であるo この

場合外力は重力と回転軸を振動させるための力で

ある。振動は振り子の角度に依存するものとし、

回転軸の振動の周期は振り子の周期の1/2である。

中段は振り子が水平の状態から運動を開始した後、

回転軸は原点から下降し、振り子が π/4進んだ角

度において回転軸が最下点に達し、その後、回転

軸は上昇し、 n/2つまり振り子が鉛直の向きへ達

したとき、回転軸は上向き最大の速度で原点を通

ぽ) 過するような振動を与えた場合を示している(以

後下降上昇例と呼ぶ)。下段は回転軸は原点、からス

タートするが、中段とは逆に最初上昇し、振り子

がπ/4振れたとき回転軸が最高点へ達し、その後

下降して π/2で回転軸が下向き最大の速度で原点

を通過するような振動を与えた場合である(以後

上昇下降例と呼ぶ)。

この結果、振り子が鉛直の向きに達したとき水

平速度は、上段の固定例では5.79m/s、中段の下降

上昇例では8.72m/s、下段の上昇下降例では4.04

m/sであった。振り子が鉛直の向きに達したとき

最も速くなるのは下降上昇例であり、上昇下降例

では固定例より水平速度が低くなっていた。これ

らのことから回転軸の鉛直方向の動きが握り子の

水平速度にかなり影響していることがわかった。

このシミュレーション結果と、太田が示した熟

練者の方がインパクト時の重心の上昇速度が高い

という結果から、本研究では、フォワードスイン

グにおいてスイング脚の回転軸(大転子)を上方

へ引き上げながらインパクトすることがスイング

速度の向上に有効であり、熟練者はこの動きをよ

り顕著に行っているのではないかという仮説を立

てた。その仮説を検証するためにポールを速く遠

くへ飛ばすことをねらいとしてサッカ一等で用い

られるインステップキックを対象動作とし、熟練

者と来熟練者で回転軸の動きに相違が見られるか、

動作分析により比較することを第一の目的とした。

さらに回転軸の引き上げ動作の効果を検討する

ことを第二の目的とし、コンビュータシミュレー

シミュレーションの結果を図 2に示す。図 2の

上段は回転軸が原点で固定された単純な振り子運

動である(以後固定例と呼ぶ)。作用する外力は重

力のみである口振り子が鉛直の向きに達するとき
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図 2 リンク間体モデルを用いた振り子のシミュレー

ション結果

上段:回転軸が固定された場合

中段:回転軸がスイングの前半下降し後半上昇する場合

下段:回転軸がスイングの前半上昇し後半下院する場合
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ションを実施した。このシミュレーションでは、

各関節で発揮されるトルクは未熟練者のデータを

用い、回転軸の動きは熟練者のデータを用いるこ

とにした。そのようなシミュレーションを行うこ

とで、熟練者の回転軸の動きが、未熟練者のスイ

ング速度に及ぽす影響を検討できるものとみられ

る。

2 .実験

被験者は熟練者としてサッカー経験7年以上の

大学サッカ一部員18名(年齢20.4:t0.8歳・身長

1. 72:t0.031m・体重68.S:t1. 2kg)、未熟練者とし

て一般男子大学生 8名(年齢19.8:t0.4歳・身長

1. 70:t0.040m・体重64.5:t 1.8kg)を用いた。被

験者には身体各部位にマーカーを施し、地面に置

いたサッカーポールを右足で全力でインステップ

キックにより蹴るよう指示した。試技は 3回行い、

もっともポール速度の高かった試技をデータとし

て採用した。

被験者の側方から高速度ビデオカメラ(ナック

社製、250フレーム/秒、シャッタースピード1/1000

秒)により試技を撮影した。画像はコンビュータ

へ取り込んだ後、身体各部位をデジタイズするこ

とによりそれぞれの部位の座標値を求めた。特に

スイング脚については股関節および膝関節におけ

る変位、角変位、速度、角速度、加速度、角加速

度等を算出した。データ処理は数値計算用ソフト

ウエア Mathematica3.0を用い、身体各部位の力

学パラメータに関しては Chandleret al.4)を参照

した。

なお本研究では支持脚(左足)を着地してから、

インパクトまでをスイング区間とした。

3 .実験結果

インステップキックの場合、スイング速度を増

大させるために、上肢を含め上半身の動きも深く

関与していると予想される。この動作のモデリン

グは、本来ならば上半身を含めた構造であるのが

来高島線省 (U.R.) 線線者 (N.5.)

図3 支持脚着地からインパクトまでのスイング脚の軌跡

なおこの図は支持脚着地からインパク卜までを示す。

望ましい。しかしモデルの複雑化を避けるため、

上半身の動きも最終的には下肢に反映されるとみ

なし、本研究では下肢の動きのみに注目し解析を

進めた。また下肢は大腿部、下腿部及び足部から

なるがインステップキックでは足関節目りの関節

の回転はインパクトに至るまではほとんど見られ

ないことからへ下腿部と足部を合成してひとつ

のセグメントとした。そのためモデルは 2リンク

の剛体モデルとした。なお、スイングの回転軸は

蹴り足の大転子とした。

図3に代表例として、実験によって求めた熟練

者(N.S.)と未熟練者 (U.R.)のスイング脚のス

ティックピクチャーを示す。

インパクト時の足部の速度は熟練者が23.4(:t 

2.10) m/sec.、未熟練者が17.41(:t 1. 42) m/sec. 

であり、 1%水準で有意差が見られた。浅見ら幻は

高速度カメラを用いてインステップキックを分析

し、インパクト直前の足部速度の 6名の平均値が

28.3m/sec.であったと報告している。これは本研

究の熟練者の速度よりも高い値を示しているが、

その理由として、浅見らの用いた被験者が、ドイ

ツプロリーグに所属する一流プレーヤーであった

ためだと思われる。

図4に熟練者群と未熟練者群の支持脚着地から

インパクトまでの回転軸の水平及び鉛直方向の変

位の平均値を示す。なお被験者ごとにスイングに

要した時間が異なるため、この平均値データはス

イングに要した時間をそれぞれ100%としてデー

タを規格化し補間したのち加算平均したものであ

る。

水平方向の変位は若干熟練者群の方が大きい値



井上・伊藤:インステップキックのスイング速度を左右するスイング脚の回転軸の引き上げ動作 15 

ベ -J¥ 3 
x(m) 

0.25 熱線省

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

20 40 ω ω 1∞ 
百me(96)

y(m) 

0.01 t ， 

E ーー目曹司.-.。.01
.{)'O2 

.{)'O3 

図4 熟練者群と未熟練者群の回転軸(大転子)の変位の

平均値

上段:水平方向
下段:鉛直方向
ただし横軸は左足(支持脚)が着地してからインパクトまで

を時間で正規化したもの

を示しているがグラフの形にはそれほど大きな差

はない。しかし鉛直方向のグラフの違いは顕著で

ある。未熟練者群の場合、スイング時間の80%あ

たりまで回転軸は下降し、その後若干の上昇を見

せているだけなのに対し、熟練者群ではスイング

時間の30%あたりで下降は止まり、中盤まで停滞

した後、大きく上昇しているロ回転軸の最下点と

インパクト時の位置の鉛直方向における移動距離

を算出したところ、熟練者は0.035(:t0.014)m 

であったのに対し、未熟練者は0.013(:t0.008)m 

しか回転軸が上昇していなかった (1%水準で有

意差あり)。

次に回転軸の水平、鉛直方向の変位のデータを

時間で微分して水平速度、鉛直速度を求め、熟練

者群、来熟練者群ごとに平均を求めた。その結果

を図5に示す。水平速度は若干熟練者群の方が高い

-J¥ 3 
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般事事省
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図5 熟練者群と未熟練者群の回転軸(大転子)速度の平

均値

上段:水平方向
下段:鉛直方向
ただし横軸は左足(支持足)が着地してからインパクトまで

を時間で正規化したもの

値を示していた。鉛直方向は、両群とも着地後し

ばらく負の速度を持つ。しかし熟練者群はスイン

グの早い段階から正つまり上向きの速度に転化し、

後半になるほど速度がより大きくなっていた。正

の速度の最大値を両群で比較すると、未熟練者は

0.533 (:t 0.22) m/sec.、熟練者は1.187(:t 

0.30)m/sec.であった。

4 .シミュレーション

4 • 1 シミュレーションの方法

回転軸の引き上げ動作がスイングにどのような

影響を与えるのかを検討することがここでの目的

である。その方法として、それぞれの未熟練者の

スイングに熟練者の回転軸の動きのみを注入し、

スイングがどのように改善されるかをコンビュー
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図6 シミュレーションのためのスイングのモデル図及び

運動方程式

タシミュレーションにより求めた。

図6にインステップキックのモデル図およびそ

のモデルより構築した運動方程式を示す。実験結

果で記した理由からモデルは大腿部と下腿部、足

部を合成したセグメントからなる剛体の 2リンク

モデルとし、股関節、膝関節にそれぞれトルクが

発生するものとする。

シミュレーションの入力値は、それぞれの未熟

練者の股関節及ぴ膝関節の筋力発揮トルクと、熟

練者の大転子の運動学データとした。なお、

シミュレーションで用いた熟練者の大転子の

データは 2種類あり、ひとつは熟練者群の平

均値のデータ(シミュレーション 1)であり、

もうひとつは、熟練者の中で特に回転軸の引

き上げ動作を顕著に行いスイング速度も優れ

ていた被験者のデータ(シミュレーション 2) 

である。図 7に2つのシミュレーションに用

いた大転子の変位および水平・鉛直方向の速

度を示す。また大腿部及び下腿部セグメント

の角度、角速度の初期値はそれぞれの未熟練
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図 7 2つのシミュレーションに用いた回転軸(大転子)

データ

上段:回転軸の変位
中段:回転軸の水平速度
下段:回転軸の鉛直速度

画像データ

鰍仰の 平均値の大転11特にすぐれた搬都大転 11実際のスイング|
子データによるスイングII子データによるスイング I I ""'....-1 ~ . -， I 

シミュレーション1 シミュレーション2 実打

図8 データ解析から 2つのシミュレーションまでの概略図
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者のデータを用い、これを初期条件として運動方

程式を数値的に解かせた。なお微分方程式である

この運動方程式の解法はルンゲ・クッタ法を用い

た。

シミュレーションの流れを図 8に示す。実験に

よって得られた画像データにより、まずそれぞれ

の被験者ごとの運動学データを算出する。入力値

である 2組の大転子データはこの段階で求められ

る。スイングモデルから構築された運動方程式に

運動学データを入力し、逆動力学問題として解く

ことにより来熟練者の股関節と膝関節で生じた筋

力トルクを求めた。この未熟練者のそれぞれの筋

力トルクと 2組の大転子データを運動方程式に入

力しそれを上記した解法で解きシミュレーション

結果を導いた。

4. 2 シミュレーションの結果

図 9に未熟練者 U.R.に施した 2つのシミュレ

ーションによって得られたスイング脚のスティッ

クピクチャーを示す。なおこの未熟練者の実打の

スティックピクチャーは図 3に示した通りであるo

図3に比較すると回転軸が早い段階から上昇し、

上昇距離も長いことがわかる。

図10にシミュレーション例として未熟練者B.

Kのデータに対して施したシミュレーション及

び、実打の結果を示す。上段のグラフは大転子の

変位を示し、下段のグラフは足部の絶対速度を示

している。区間は支持脚が着地してからインパク

トまでを示している。

インパクトに近づくにつれ速度差が広がり、イ

ンパクト時に速度が最も遅かったのが実打であり、

シミュレーション1 シミュレーション2

図 9 未熟練者 U.R.に施した 2つのシミュレーションに

よって得られたスイング脚の軌跡

鉛直方向(m) シミュレーション2
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~ ¥¥  1......実データ
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(m/s) シミュレーション2
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笑打
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図10 被険者 B.K.(未熟練者)の実打デー夕、及びシミュ

レーションに用いた入力値とシミュレーション結果

上段:大転子の変位

下段:実打及びシミュレーションにより求めた足部の絶対

速度

熟練者群の平均値を用いたシミュレーション 1が

それにつづき、シミュレーション 2が最も速くな

表 1 未熟練者のインパクト時のスイング速度と 2つのシ

ミュレーションにより求めたスイング速度

シミュレーション熟練者の平均値の回転軸データを

入力

シミュレーション 2:熟練者のうち特に優れた被験者の

回転軸データを入力

実打とシミュレーション 1には有意差なし

実打とシミュレーション 2、シミュレーション 1と2には

1%水準で有意差あり
(m/sec) 

被験者 実 打 シュミレーション l シミュレーション2

S.1. 17.75 18.70 21.22 

U.R. 19.39 18.62 21.08 

B.K. 14.45 17.27 20.23 

S.K. 17.73 17.92 20.64 

A.l¥t 17.66 17.35 19.61 

T.K. 16.52 15.00 17.50 

N.G. 17.76 18.08 20.38 

M.S. 17.98 20.62 23.54 

平均 17.4I(:t1.42) 17 . 95 ( :t 1. 59) 20.53 (:t 1. 69) 
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った。

表 1にそれぞれの来熟練者のインパクト時の足

部の速度の実打データとシミュレーション結果を

示す。平均値をみると実打の17.41m/secに対し

て、シミュレーション 1が17.95m/secと若干の

向上はあるものの統計的な差異は見られず、シ

ミュレーション 2では20.53m/secと実打と比較

して3m/sec近く速くなっている。個人別に結果

を見てみると、被験者によってはシミュレーショ

ン1では、かえって速度の低下をきたす場合もみ

られたが、シミュレーション 2ではすべての被験

者に対して速度が向上していた。

5 .考 察

5 • 1 実験結果について

回転軸の水平方向の速度を見てみると、支持脚

着地のときから、インパクトまでを通して熟練者

の方が高くなっている。本研究では実験場の制約

により助走速度を測定していないが、熟練者の方

が助走速度が高いという過去の研究例川から、助

走の違いが反映された結果であろうと予想される。

鉛直方向のデータから、熟練者群は回転軸が上

方へ移動する変位および速度において未熟練者群

よりも大きいということがわかる。またこれらの

データを個人別に見てみても、熟練者ではすべて

の被験者が程度の差こそあれ、大転子の鉛直方向

の動きは下降した後急激に上昇しているのに対し、

未熟練者は熟練者のようなスイング後半の上昇幅

が小さかったり、逆にスイング前半に上昇して後

半に下降するといった被験者も何名か見られた。

これらの結果は、「熟練者は回転軸の引き上げ動

作を未熟練者より顕著に行っているJという本研

究の仮説を実証するものである。

スイング中の回転軸には遠心力が働くため、回

転軸には下向きの力が作用し、また重力も働いて

いる。それに抗して回転軸を引き上げるには、支

持脚において上方への力を作用させることが必要

であると考えられる。支持脚の膝関節の伸展ある

いは足関節の底屈動作により回転軸の引き上げ動

作が成されているのではないかと予想される。

5 • 2 スイングのシミュレーション結果について

シミュレーションの結果、熟練者群の平均値を

入力したシミュレーション 1では平均的には若干

の速度の改善があり、シミュレーション 2では顕

著な速度の向上が見られた。図 7に両方のシミュ

レーションに用いた大転子の変位を示したが、シ

ミュレーション 2の方がより大幅に大転子を上方

へ引き上げており、その引き上げ速度も大きい。

この回転軸の引き上げ動作が、スイング速度の向

上に貢献していると考えられる。

さらにシミュレーション 2の特徴として、水平

速度を比較すると前半の進行方向への速度は非常

に大きく、インパクトの直前では逆に熟練者の平

均値よりも小さくなっていることが挙げられる。

これは1.1節で述べたムチ動作に通じる動きであ

ると見ることもできるo つまりスイング前半に助

走速度を高めるなどで、体幹部分でのエネルギー

を大きくし、スイング後半急激に速度を減じるこ

とにより体幹のエネルギーが大腿部の回転へと速

やかに変換され、スイング速度の向上に貢献して

いるのではないかと恩われるo

回転軸の引き上げ動作とムチ動作双方が顕著に

見られたシミュレーション 2の回転軸の動きであ

り、そのスイングに与える効果の程度を分離する

ことは本研究では不可能で、それは今後の課題で

あるが、おそらく両方の効果が相まって著しいス

イング速度の改善につながったものと予想される。

シミュレーション 1では、期待したほどのスイ

ング速度の向上が見られなかった。シミュレーシ

ョンで用いたトルクのパターンは被験者により

様々であり、それらと回転軸の引き上げのタイミ

ングが最終的なスイング速度に大きく影響するも

のと考えられる。本研究ではシミュレーションに

入力したトルクと回転軸データは、正規化した時

間のみで入力値を決定したが、それがシミュレー

ション 1でうまくいかなかった原因ではないかと

考えられる。

収縮速度が高まると収縮力は小さくなるという
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筋の特性がある。本研究で行ったように、シミュ

レーションという手法を用いて回転軸の引き上げ

動作を強調することによりスイング速度が高まっ

たならば、実際にはそれだけ発揮される筋力が小

さくなるということになり、未熟練者のトルクパ

ターンを一定にした本研究のシミュレーションに

は問題が残るかもしれないロしかし簡単な振り子

モデルにより回転軸の引き上げが振り子のスイ y

グ速度を向上させること、熟練者のスイングには

引き上げ動作が顕著に見られること、さらに熟練

者の引き上げ動作を導入することにより未熟練者

のスイング速度が高まったことから、引き上げ動

作はスイング速度を向上させるために有効な技術

のひとつであるということができるo

6 .要約

振り子の回転軸が上下に移動可能な 1リンクの

振り子モデルを用いて、振り子運動をコンビュー

タシミュレーションにより解析したところ、回転

軸の動きが振り子の接線方向の速度に影響を及ぽ

すことがわかった。

振り子が水平位置から振り始め、鉛直に達した

とき接線速度が最大になる回転軸の動きは、下降

した後上昇した場合であったことから、インステ

ップキックにおいても、スイング脚の回転軸(大

転子)を上方へ引き上げながらインパクトするこ

とがスイング速度の向上に有効であり、熟練者は

この動きをより顕著に行っているのではないかと

いう仮説を立てた。この仮説を明らかにするため

に、熟練者18名、未熟練者8名を用いてインステ

ップキックの実験を行った。また未熟練者の回転

軸の動きを変化させたときにスイングにどのよう

な影響があるかを調べるために、コンビュータシ

ミュレーションを用いて解析した。結果は以下の

通りである。

1 )熟練者群と未熟練者群の比較により、熟練者

はフォワードスイングの後半で回転軸を引き上げ

る動作を顕著に行いスイングしていることが明ら

かになった。

2 )それぞれの未熟練者が大腿および下腿で発揮

するトルクパターンと、 2つのパターンの熟練者

の回転軸の動きを入力値として、キック動作のシ

ミュレーションを行った。 2つのパターンとは、

熟練者の平均値(シミュレーション 1)と、特に

優れた熟練者(シミュレーション 2)のデータで

あるo その結果、未熟練者のスイング速度の平均

値はシミュレーション 1でわずかに改善され、シ

ミュレーション 2で顕著に改善された。

これらの結果から、回転軸の引き上げ動作は、

インステップキックにおいてスイング速度を向上

させるために有効であると推察することができる。
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and Classroom Management in Elementary School 
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Abstract 

The purpose of this study was to c1arify the relationship between physical education instruction 

and c1assroom management in elementary schoo1. Two main examinations were performed: 

1) The effects of physical education instruction on c1assroom management 

2) The effects of c1assroom management on physical education instruction 

13 c1asses (432 elementary schoolchildren of 6 schools) participated in the study. The checklist 

developed by Takahashi， et. al. was used for the observation of physical education instruction and the 

checklist developed by Hino observed c1assroom management. 

The results obtained as follows: 

1) Physical education instruction has some effect on c1assroom management. 

2) Classroom management also has some effect on physical education instruction. 

3) Between physical education instruction and c1assroom management have relationship. 

4) Physical education instruction has higher relationship than any other subject and activity in the 

school life. 
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1 .はじめに

体育授業の成果が学級経営1t1)に影響を及ぽす。

学級経営の善し悪しが体育授業の成果となってあ

らわれる 1)2) 4) 5) 6) 7)的 10)。これは現場教師の多く

が共通に実感していることだといわれている。

「体育授業と学級集団とが関係していれば、子ど

もたちの体育授業に対する態度が変容することで、

学級集団意識も変容することが考えられる」九日

野は、体育授業の単元前と単元後に、体育授業の

評価と学級集団意識の調査を行い、単元後に体育

授業評価が向上した児童、それが停滞もしくは下

降した児童、それぞれの学級集団に対する意識の

変容をみることによって、児童の体育授業に対す

る態度変容が学級集団意識の変容に影響すること

を明らかにした。しかし、体育授業と学級経営の

聞には、前者が後者に及ぽす影響のほかに、後者

から前者への働きかけもあるはずだが、それは明

らかにされていない。

確かに、体育授業には「仲間との関わり合いJ
や「競争J場面が多く、学級集団に影響する要因

を数多く含んでいることが考えられる。他教科の

授業等に比べて、体育授業が特に学級経営に強く

影響するという可能性も否定できない。だが、そ

れを実証した研究は数少ない。

また、学校現場には様々な考えを持った教師が

存在し、単元が異なればもちろん、同じ単元であ

っても、授業者の考え方によって学習者に与える

体育授業の影響は異なる刷。「体育授業は学級経

営に影響しないjあるいは「体育授業以上に学級

経営に影響する教科があるJと考えている教師の

体育授業であっても、学級経営に影響を及ぼして

いるのだろうか。もしかしたら、「体育授業と学級

集団とが関係しているJというのは、一部現場教師

や体育研究者の思い込みに過ぎないのではないか。

本研究では、体育を専門としている教師はもち

ろんそれ以外の教師の体育授業も含めて、「体育授

業は学級経営に影響するのではないかjというこ

とのみならず、「学級経営は体育授業に影響するの

か否かJということも明らかにすることによって、

「いわゆる体育授業といわゆる学級経営との関係J
について検討することを目的とした。

2 .研究の方法

2. 1.闘査の概要

平成11年 5月から 7月にかけて、長崎県内の 6

つの小学校における13クラスの児童432名を対象

に、体育授業と学級経営に関する調査を行った。

各学級担任に、体育授業の中から任意のー単元を

選択してもらい、その単元の前後に実施した調査

をもとに、学級経営の評価と体育授業の評価を行

った。

学級経営の評価には、日野が作成した学級集団

意識調査票制}を適用し、体育授業は、高橋らによ

って標準化された体育授業診断票制を用いて評

価した。

2. 2.分析の手順及ぴ方法

上記の調査をもとに、まず、学級経営と体育授

業の関係について分析することとした。次に、「体

育授業は学級経営に影響するのではないかJとい

うことについて、日野の研究と同様の結果が得ら

れるか否かを検証し、日野がふれていなかった「学

級経営は体育授業に影響するのではないかJとい

うことについても検証することにより、「体育授業

が学級経営に影響しているのか」、「学級経営が体

育授業に影響しているのかJ、あるいは「お互いに

影響し合っているのかJ、両者の影響を及ぽす方向

についての検討を行うこととした。

さらに、「体育の授業は他教科の授業等に比べて

特に強く学級経営に影響しているのではないかJ
ということにも検討を加えながら、体育授業と学

級経営の関係について考察を試みた。

このための手順と方法は以下のとおりである。

(1 ) 体育態度評価得点と学級集団意識得点との関

係の分析

体育態度評価の得点、学級集団意識調査の得点、

それぞれについて児童一人ひとりの単元前と単元
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後の得点、から平均点を算出し、それを用いて体育

態度評価得点、と学級集団意識得点の相関を検討す

るとともに、単元前後における両者の相関の強さ

を検討した(分析 1)。

(2) 学級集団意識の変容の分析

単元前と単元後における児童全員の学級集団意

識得点を比較した(分析 2)。

単元前の体育態度評価の得点、が単元後に向上し

た児童を「体育向上群J、それが停滞もしくは下降

した児童を「体育停滞・下降群Jとし、各群ごとに

学級集団意識の変容を比較した(分析 3)0

(3) 体育態度評価の変容の分析

単元前と単元後における児童全員の体育態度評

価得点を比較した(分析4)。

単元後に学級集団意識得点、が向上した児童を

「学級向上群J、それが停滞もしくは下降した児童

を「学級停滞・下降群jとし、各群ごとに体育授業

に対する評価の変容を比較した(分析5)。
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(4) 体育態度評価得点と学級集団意識得点の変化

の分析

体育態度評価、学級集団意識調査、それぞれに

ついて、単元後の得点と単元前の得点の差を児童

一人ひとりの変化値とし、この値が、体育態度評

価の得点の変化をあらわす軸(横軸)と、学級集

団意識得点、の変化をあらわす軸(縦軸)によって

区切られた平面の、どの象限に多く分布している

かを検討した(分析 6)。

3 .結果と考察

3. 1.体育態度評価得点と学紐集団意識得点に

ついて(分析 1) 

図 1は、児童一人ひとりの体育態度評価得点、と

学級集団意識得点、の平均点をプロットしたもので

ある。両者の相関をみたところ、 1%水準で、か

なり高い正の相関が見られた(r =0.658) 0 

また、両者の関係を、単元前後別々に比較して

も、 1%水準でかなり高い正の相関を示した。相

関係数の差の検定を行ったところ、単元前

0.560 (図 2)だったものが単元後0.655(図 3)

• 
→・y= 0.5165x + 16.381 

r = 0.658 

• • 

• 
.・・. 

• 
|問.01 I 

20 25 30 35 40 45 5o 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

|体育態度評価得点| ω 
図 1 体育態度評価得点の平均点と学級集団意識得点の平均点との相関グラフ
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へと、 5%水準で有意に向上し(CR=2.34)、相関

の強さに高まりもみられた。

い児童は、体育態度評価の得点、も高いことが明ら

かとなった。つまり、体育授業と学級経営との聞

には関係が存在する可能性があることが示唆され

た。また、単元前より単元後の相関が高く、任意

体育態度評価の得点が高い児童は、学級集団意

識得点も高い、あるいは、学級集団意識得点、が高
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|体育態度辞価得点| 制

単元前の体育態度評価得点と学級集団意識得点との相関グラフ

y = 0.534x + 16.168 
r = 0.655 
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図3 単元後の体育態度評価得点と学級集団意識得点との相関グラフ
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の体育授業一単元を挟んで両者の関係が強まった

ことも明らかとなった。

日野町立、体育授業に対する態度変容が学級経

営に影響することを主張しているo 一方、現場教

師の中には、逆方向の影響を実感している者もい

る。そして歌川2)は、自分自身のこれまでの実践を

振り返り、学級経営にも体育授業にも共通して必

要なものは多く、学級経営の充実が体育授業につ

ながり、体育授業の充実がなければ学級経営は充

実しないと述べているo

体育授業と学級経営との聞に存在する関係(影

響)は、「体育授業から学級経営への関係Jなの

か、「学級経営から体育授業への関係Jなのか、あ

るいは両者は「双方的な関係Jであるのか、次に、

両者の影響を及ぽす方向についての検討結果の報

告に移ることとする。

3. 2.学級集団意識得点の変容について

児童の学級集団意識得点の変容をみるために、

表 1 学級集団意識得点比較

単元前後の学級集団意識得点を「全体J、「全体j

を体育態度評価の得点、がプラスに変容した「体育

向上群」、同じかもしくはマイナスに変容した「体

育停滞・下降群jのニ群に分けて示したものが表

1である。

(1) 児童全員の単元前後における学級集団意識得

点の比較(分析 2) 

調査の対象となった児童「全体Jでみると、単

元前と比較した単元後の得点、は、 11項目で向上し

たが、 5項目で低下した。また、「雰囲気J以外の

3つの次元 (r活動性Jr学習意欲Jr人間関係J)
で、単元後の得点、が単元前のそれをうわまわって

いた。「総合評価jも、 80点満点中、 54.76点から

56.48点へと有窓に向上していた。

(2) r体育向上群Jr体育停滞・下降群jの学級集

団意識得点の変容の比較(分析 3) 

単元後の体育態度評価の得点がプラスに変容し

全体 (n::::432) 空宇紐向上野 (n::::211) *111停滞・下降野 (n=221 

学紐質問調目名 .!11元前 .!11元後 変化 t錨 .!11元m単元後 変化 t飽 以元前 t且元後 変化 t値

1.あなたのクラス1.1明るく楽しいクラスだと思いますか。 ~ .19 ~.26 1 1.21 ~ .14 4.31! 2.96 $事 ~.23 4.14 1 -0.95 

2.あなたは学校に来るのが楽しみですか。 3.71! 3.71! 1 0.09 :I.I!:! 3.901 0.58 3. i2 3.67 ↓ -0.~0 事訓院

3.あなたのクラスの友だちといっしょに遊んだり、話したりする
~.53 ~.40 -2.~8 

a・・ ~ .5~ ~.53 ~ 1 -0.06 4.53 ~.27 ↓ -3.30 ** のが好きですか。

4.あなたのクラスには何でも打ち明けられる友途がも‘ますか。 3.60 3.59 • 1 -0.20 3.61 3.66 1 0.39 3.60 3.52 ↓ -0.71 

雰囲気 16.10 16.03 4 ・0.35 16.12 16.41 t 1 1. 24 16.08 15.61 4 ・1.59

5.あなたのクラスでは、たん生会やクラス会、 1.1ん対こうゲーム
2.61 3.201 7.1!7 ** 2.62 :1.28 5.86 調B・2.61 3.131 5.25 

などをよくやりますか.

6.あなたのクラスでは、お楽しみ会や新聞づくりなど他のクラス
2.99 3.2~ ↑ 2.91 調院調院 3.06 3.28 ・ 1.80 2.93 3.19 ↑ 2.33 ** ではやらないようなことをやりますか。

7. あなたのクラスでは休み時間や般課後、クラス全Uで~んだり
:I.()~ 3.()7 ↑ 0.30 :1.09 :1.21 1 0.91 2.99 2.93 1 -0.51 

話し合いをしたりすることがありますか。

8.あなたのクラスでは、何か日僚を決めてはんで餓す，したりしま
2.1!8 3.61 1 9.0~ ** 2.97 3.79 ↑ 7.17 事事 2.78 3.~3 ↑ 5. il 事事

すか。

活動性 11.52 13 .11 t 1 1. 03 $事 11.14 13.51 t 1 5.36 =・=・ 11.31 12.68 t 1 4.60 牟$

9.学伎の勉強は、知らないことがわかるようになるので楽しく感
3.67 3.61 10.81 3.76 :1.79 ↑ (1.:11 :1.58 3.~3 ↓一1.41

じますか。

10. あなたは、このクラスに合ってからよく勉強するようになりま
3.~9 3.50 0.18 :1.52 :1.661 i 1.33 3.~5 3.:15 -0.93 

したか。

11. あなたは、もっと勉強したいなあ、と.(~.うことがありますか。 :I .~O :1.53 1 ~ 1.59 3.55 3.68 ↑ 1.15 3.26 3.40 ↑ l.l2 
12. クラスのみんなががんばっているので、臼分も勉強しなくちゃ

:1.82 :I.I!O -0.30 3.89 3.98 ↑().I!~ 3.75 3.62 ↓l.l9 
と思うことがありますか。

掌習窓欲 14.38 14.44 t 1 0.25 14.12 15.11 t 1 1.11 14.05 13.80 ι ・0.11

13.あなたのクラス 1.1、 9JT:がなかよく話し合っていますか。 :!.14 :1 .，.， ↑ 0.96 :1.20 :1.271 0.59 3.08 3.16 i 1 0.77 
14.あなたのクラスは、よくまとまっていると思いますか。 3.08 :1.19 ↑ 1.4i :l.I5 3.32 ↑ 1.75 3.02 3.06 ↑ 0.39 
15.あなたのクラスは、自分勝手なことをする人が多いですか。 3.23 :1.27 ↑ 0.48 :1.28 :1.42 ↑ 1.40 3.19 3.12 ↓ -0.67 

16.あなたのクラスは、けんかやもめごとが多いと!itいますか。 :1.31 :!.23 ↓1.03 3.32 3.39 ↑ 0.60 3.30 3.08 ↓ -2.08 * 
人間関係 12.16 12.90 t 1 0.61 12 .95 13.40 t 1 1.41 12.58 12.42 4 ・0.50

総合野信 54.16 56.48 す 2.45 * 155.53 51.55 t 1 3.09 $ 訓隣 54.02 54.50 t 1 0.49 

a・P<0.05 ・*P <0.01 
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た「体育向上群Jについてみると、表 1から「総

合評価Jは、 80点満点中、 55.53点から58.55点に

有意に向上したことがわかる。「雰囲気Jr活動性J

「学習意欲Jr人間関係Jのすべての次元で、単元

後の得点は単元前よりも向上していた(雰囲気:

16.12→16.47、活動性:11. 74→13.57、学習意欲:

14.72→15.11、人間関係:12.95→13.40)。また、

項目ごとにみても、低下したのは16項目中、わず

か1項目にすぎなかった。

一方、体育態度評価の得点が単元前後で同じか

もしくは単元後に低下した「体育停滞・下降群J

の学級集団意識の変容をみてみると、学級集団意

識の「総合評価J得点は、 80点満点中、単元前は

54.02点だったのが、単元後に54.50点になった。

単元後にわずかばかり向上したものの、「体育向上

群Jのそれと比較すると低い。また、「雰囲気Jr学
習意欲Jr人間関係Jの3つの次元で、単元後に得

点が低下し(雰囲気:16.08→15.61、学習意欲:

14.05→13.80、人間関係:12.58→12.42)、項目ご

とにみても、 16項目中、 10項目で得点の低下がみ

られた。

以上をまとめると次のようになる。

まず、児童「全体Jの学級集団意識得点は、「総

合評価Jの得点および「活動性Jr学習窓欲Jr人
間関係Jの3つの次元において得点が向上するな

ど、単元後に上向いていた。項目ごとにみると、

児童「全体」でみた場合には、単元後の得点が単

元前よりも向上した項目もあれば、下降した項目

もあった。

次に、体育態度評価の得点の変容によって群を

分けて考察したところ、それがプラスに変容した

「体育向上群Jの児童の学級集団意識得点は、「総

合評価Jにおいても、「雰囲気Jr活動性Jr学習意

欲Jr人間関係Jのすべての次元においても、単元

後に向上し、項目ごとの得点は16項目のうち15項

目で向上していた。一方、体育態度評価の得点が

同じかもしくはマイナスに変容した「体育停滞・

下降群jの児童の学級集団意識得点は、「総合評価J
ではわずかな向上をみせたものの、「雰囲気Jr学

習意欲Jr人間関係」の 3つの次元で、単元後に低

下した。項目ごとの得点も16項目のうち10項目で

低下していた。

このことから、「体育向上群Jの児童の学級集団

意識は向上し、「体育停滞・下降群」の児童の学級

集団意識得点、は低下する、という傾向がうかがえ

る。先行研究のように有意差はみられなかったが、

体育授業に対する態度の変容は、学級集団意識の

態度変容に影響している可能性があるo

3. 3.体育態度評価得点の変容について

児童の体育授業に対する態度の変容をみるため

に、単元前後の体育態度評価の得点、を「全体j、「全

体Jを学級集団意識得点がプラスに変容した「学

級向上群J、同じかもしくはマイナスに変容した

「学級停滞・下降群jの二群に分けて示したものが

表2であるo

(1) 単元前と単元後における児童全員の体育態度

評価得点の比較(分析4) 

「全体Jでみると、単元前よりも単元後の体育態

度評価の得点が向上した項目は、 20項目中、 10項

目、低下した項目も10項目だつた。単元後の「総

合評価J得点は、有意ではないが、 100点満点中、

単元前の75.01点から75.50点に向上した。また、

次元別にみても、「楽しさJr学び方Jr技能Jr協
力jのすべてにおいて、得点が向上した(楽しさ:

20.13→20.22、学び方:17.11→17.42、技能:

16.84→16.88、協力:20.92→20.98)。

(2) r学級向上群Jr学級停滞・下降群Jの体育態度

評価得点の変容の比較(分析 5) 

単元後の学級集団意識得点がプラスに変容した

「学級向上群jについてみると、体育態度評価の得

点が低下した項目は20項目中、わずか2項目だつ

た。体育態度評価の「総合評価Jは、 75.23点から

77.00点になり、また、「楽しさJr学び方Jr技能J
「協力」のすべての次元で得点が向上していた(楽

しさ:20.40→20.74、学び方:17.06→17.72、技

能:17.02→17.49、協力:20.76→21.06) 0 
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表2 体育態度評価得点比較

全体 (n=432) ヨ酔紐向上甥 (n=265) *11停滞・下降線 (n=1611 

体育質問項目名 単元前 単元後

1.体fJで1.1、みんなが楽しく勉強できます。 3.96 4.051 
2.体fJI.1、 191るくてあたたかい感じがします。 3.57 3.671 
3.体育すると、体がじょうぶに合ります。 4.38 4.36 
4.体育では、せいいっぱい運動することができます。 4.21 4.16 
5.体fJで、体を動かすと、とても気符ちがL通いです。 4.01 3.97 

議しさ(情怠自領} 20.13 20.22 

6.体育をしているとさ、どうしたら迎動がうまくできるかを考え
3.51 3.56 

ながら勉強しています。

7.体ffをしているとき、うま L
3.70 3.781 

るやり方を与えることがあります。

8.体fJで迎動するとさ、自分のめあてを持って勉強します。 3.37 3.34 
9.体育で狩った巡動を休み時間や放か後に練脅することがあります。 2.81 3.03 
10.体内では、友だちゃ先生がはげましたり、おうえんしたりして

3.72 3.70 
くれます。

*ぴ方(18m自信) 11.11 11.42 

11.わたしは、迎動がじょうずにできるほうだと思います。 2.97 3.01 
12.わたしは、少しUずかしい巡動でも線刊するとできるようにな

3.42 3.35 
る I~伺があります。

13.体ffで1.1、 1'1分からすすんで巡動しています 3.23 :1.31 1 
14.体育が始まるi蹄は、いつも 1.1りきっています。 3.56 3.47 
15. I*ffでは、いろいろな迎動がじ Iうずにできるようになります。 3.66 3.74 I 

皇室館{遺動自概} 16.84 16.88 

16.体育では、¥，たずらや自分勝手なことはしません。 3.92 :t97 
17.体nでは、クラスやグループのやくそくごとそ守ります。 3.97 4.03 
18. I*ffでは、先生の訴をきちんと聞いています。 4.12 4.15 
19.体宵で、ゲームや鏡1-をするときは、ルールを守ります。 4.50 4.46 
20.体行で、ゲームや競争をするとさ、ずるいことやひきょうなこ

4.42 4.37 
とをして勝とうとは思いません。

也カ(社会的行動目甥} 20.92 20.98 

総合野缶 15.01 

単元前後の学級集団意識得点が同じかもしくは

単元後にマイナスに変容した「学級停滞・下降群」

では、体育態度評価の「総合評価」は、「学級向上

群jと比べても低く、しかも74.65点から73.11点

に低下した。「楽しさJr学び方Jr技能Jr協力J
のすべての次元における単元後の得点、も、低下し

ていた(楽しさ:19.71→19.40、学び方:17.20→ 

16.93、技能:16.56→15.92、協力:21.19→ 

20.86)。

15.50 

以上の結果は次のようにまとめることができる。

「全体Jでみると、体育態度評価の得点は、「楽

しさJr学ぴ方Jr技能Jr協力」のすべての次元と

「総合評価Jで、単元後の得点、が単元前の得点、をう

わまわるなど向上しているo

そして、学級集団意識得点が向上した「学級向

上群Jの児童の体育態度評価得点、も、「総合評価」

とすべての次元において、単元後に向上している。

だが、その一方で、学級集団意識得点が停滞もし

変化 t値 単元防 JIl元後 変化 t錨 単元前 単元後 変化 t値

1.37 4.04 4.171 1. 70 3.84 3.86 ↑ 0.16 

1.32 3.66 3.831 1. 78 3.72 3.67 ↓ -0.40 

1 -0.32 4.39 4.43 1 0.53 4.35 4.25 ↓-1.14 

↓ -0.63 4.25 4.24 ↓ 0.14 4.14 .1.05 ↓ -0.82 

↓ -0.56 4.05 4.07 ↑ 0.21 3.95 3.81 ↓-1.08 

t 1 0.33 20.40 20.14 t 1 1. 01 19.11 19.40 ι-0.12 

↑ 0.78 :1.54 3.65 ↑ 1.17 3.46 3.44 ↓ -0.21 

1.05 3.71 3.88 ↑ 1.89 3.69 3.62 ↓ -0.62 

↓ 0.34 3.36 :1.42 1 0.65 3.38 3.22 ↓-1.26 

↑ 2.55 * 1 2.I3 2.99 ↑ 2.3:1 * 1 2.93 3.09 ↑ 1.15 

↓←0.30 3.72 3.78 ↑ 0.64 3.72 3.57 ↓-1.23 

t 1 1.09 11.06 11.12 t 1 1.86 11.20 16.93 4 ・0.58

t I 0.43 3.01 :tll ↑ 0.91 2.92 2.86 ↓ -0.49 

1 I -0.87 :1.42 :1.50 ↑ 0.83 3.44 3.11 ↓ -2.46 車*

1.09 3.26 :1.44 ↑ 1.84 3.19 3. )) ↓ -0.61 

I -1.09 3.67 3.58 ↓ -0.82 3.37 3.28 ↓ -0.69 

1.07 3.67 3.85 I t 1.99 * I 3.63 3.54 ↓ -0.66 

t 1 0.12 11.02 11.49 t I 1. 11 16.56 15.92 ι-1.29 

T 1 0.75 3.88 3.94 T 1 0.66 3.99 4.03 ↑ 0.37 
↑ 0.98 3.96 4.03 I 0.88 3.97 4.02 T I 0.46 
↑ 0.59 4.08 4.18 ↑ 1.34 4.18 4.11 ↓ー0.76
↓ 0.81 4.46 4.50 ↑ 0.67 4.57 4.38 ↓ -2.081 * 
↓ 0.68 4.38 4.40 ↑ 0.21 4.48 4.32 ↓-1.34 

t I 0.2・20.16 21.06 t I 0.95 21.19 20.86 4 ・0.83

t 1 0.55 15.23 11.00 t I 1.56 14.65 13.11 ， 1 -1.12 

* P <0.05 ・*Pく0.01

くは下降した「学級停滞・下降群Jの児童のそれ

は、「総合評価」をはじめ、すべての次元で単元後

に低下していた。

項目ごとにみると、「全体」では得点の向上した

項目もあれば下降した項目もあったものの、「学級

向上群Jでは、 20項目中18項目で単元後の得点、が

単元前の得点、をうわまわり、「学級停滞・下降群J
では、 20項目中16項目で得点の低下がみられた。

このことから、「学級向上群Jでは児童の体育態

度評価の得点は向上し、「学級停滞・下降群Jでは

児童の体育態度評価の得点は低下する傾向がある

ことが明らかになった。つまり、学級集団意識に

対する変容が、体育授業に対する態度の変容に影

響している可能性もあるo

3. 4.体育態度評価得点と学級集団意識得点の

変化の分析

r 3 . 2 .学級集団意識得点の変容についてjの

( 1 )およびr3 .3.体育態度評価得点の変容につ
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いて」の(1)で示した、児堂「全体」の体育態

度評価得点(分析 2・表1)と学級集団忠誠符点

(分析4・表 2)の変容を視党的に明らかにしたも

のが図 4にあたる。これにより、児混一人ひとり

の学級集団意識得点の変化と体育態度評価得点の

変化を数値化し、平面状にプロットすることによ

り 「特に体育授業が学級経営に影響しているので

はないか」ということについて検却を試みた(分

析 6)。

体育態度評価得点と学級集団意識得点がともに

向上した児童は、 432人中、 140人 (32%)であっ

た。これらの児童のデータは図 4の第 I象限にプ

ロットされている。第 2象限にデータがプロット

された児堂、すなわち体育態度評日li得点は低 Fし

たが、学級集団意識得点が向上した児童は106人

(25%)、逆に、体育態度評価得点は向上したが、

学級集団意識得点が低下した(第 4象限にデータ

がプロットされた)児童は56人 03%)いた。体

育態度評価得点と学級集団君、識得点がともに低下

した(第3象限にデータがプロットされた)児童

はi3人Oi%)いた。また、横唱Ii上にデータがプ

回
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ロットされた児賞、すなわち学級集団ti識得，占に

変化はみられないが、体育態度評価得点に変化が

みられた児童は28人(6 %)、縦軸上にデータがプ

ロットされた児童、すなわち体育態度評価得点に

変化はみられないが、学級集団窓識得点、に変化が

みられた児mは29人 0%)であった。

各象限で迎いがみられるかをカイ二乗検定によ

り検定したところ、 1%水準で有意な差が認めら

れた (chi= 44.21)ため、さらに、どの象|授に多く

プロットされているか下位検定(ラアイアン法)

を行った。その結果は以下に示す o

第 1i註|製ー第 2象限 CR=2.10 l'く0.05

第 l;"f<限第 3!!il駁 CR=4.52 l'く0.01

第 1!$..!限第 4!!i限 CR=5.93 l'く0.01

第 2象限ー第3象限 CR=2.39 1'<0.05 

第 2[fl限第'1象l現 CR=3.85 1'<0.01 

第3象限ー第4象限 CR=1.41 Jl.S 

li!.きに付け悲しきに付け、体育授業と学級経営

が影響し合っているのであれば、第 l象限および

回
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図 4 体m由度評価向山および学級U~聞広悦併『日の変容グラフ
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第 3象限にプロットされる児童数が多いと予測さ

れるが、結果、第 l象限、第 2象限の児童数は、

第3象限、第4象限のそれよりも、 1%水準(第

2象限と第 4象限の比較のみ 5%水準)で有意に

多く、第 1象限の児童数は、第 2象限の児童数よ

りも、 5%水準で有意に多いことが明らかになった。

第3象限および第4象限よりも、第 1象限およ

び第2象限にプロットされた児童数の方が、多か

ったことから、学級集団意識得点、は時間が経つに

つれて向上すると考えられる。また、第 3象限よ

りも第2象限にプロットされた児童、つまり体育

態度評価の得点は下降したものの学級集団意識得

点、は向上した児童が多かったことから、学級経営

には体育授業だけではなく他教科の授業、掃除や

給食といった教科外の時間、本研究で測定できな

かった体育の要因なども影響していることが考え

られるロしかし、第 l象限にプロットされた児童、

つまり体育態度評価の得点が向上し学級集団意識

得点も向上した児童が最も多かったことを考える

と、体育授業は、他教科や教科外の時間と比較し

て、学級経営に特に影響する可能性があると推測

される。

4 .おわりに

本研究は学級経営と体育授業の関係を実証的に

明らかにすることを目的に行われたJ体育授業は

学級経営に影響するのではないかJ、「学級経営は

体育授業に影響するのではないかJということを

検討したところ、以下のことが示唆された。

1 )体育授業と学級経営との聞には密接な関係が

ある可能性がある。

2 )体育授業に対する態度変容は、学級集団意識

に対する変容に影響している可能性がある。

3)学級集団意識の変容は体育授業に対する態度

変容に影響している可能性がある。

4 )体育授業は、学校生活上の他の活動時間や他

教科の授業と比較して、特に学級経営と関係が

強い可能性がある。

以上の結果から、体育授業を充実させることに

より学級経営を、学級経営を充実させることによ

り体育授業を充実させることができるのではない

かと考えるo

注

注 1)r学級経営Jについて

学級経営を理解する立場には、一般的に大き

く分けて 2つある。

一つは、条件整備的学級経営観に立つもので

あるo 学級経営を教科および生活指導を効果的

にする条件整備と理解する立場で、簡単にいう

と(学級経営=条件整備)と考える立場である。

もう一つは、「学級づくりJ的経営観に立つもの

であるo 教科指導と生活指導の統合の場として

学級をとらえ、教育全般を学級経営内実とする

立場で、(学級経営=教育)と捉える立場である。

一般的には、「学級の教育目標の実現を目指し

て、学級教育の総合的で意図的な計画を立案し、

その効果的な運営と展開を図る吋ところに学

級経営の意義はあるとされているo この意義づ

けからも明らかなように概念上は、学級経営は

学級教育自体と区別されており、いい授業にす

るためにはどうするか、つまり「学級経営=条

件整備jという学級経営観でもって、学級経営

の研究は進められることが多い。これまで、教

科と学級経営が結び付けられることなく、個別

に研究されてきたことからしても、学級経営が

教育を成立させるための条件として研究されて

きたきらいがあることが明らかであるo

だが、現場からみると、学級経営を学級教育

自体とそう簡単に区別することはできない。た

とえば、授業中の人間関係は学級経営の問題な

のか学級教育の問題なのか。いうまでもなく、

学級の人間関係や集団づくりは教育活動の基盤

をなすとともに、それ自体が学級教育の内容な

のであるo

「学級経営=教育Jという学級経営観をもった

場合、教育活動全体が学級経営に大きく関わり、

逆に学級経営が教育活動全体に関わっていくこ

とになる。学級経営=教育という学級経営観を

もった時点で、体育授業は学級経営と関係があ

るのが当然であり、もちろんそのことは他教科

においても当てはまる。

しかし、これまで、教科と学級経営が結び付

けられて、実証的に研究されたことはなしし

たがって、これらはあくまで暗黙の了解のもと、
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「定義づけられたJ各教科と学級経営との関係で

しかなく、本当に両者の聞に関係が存在するの

か、実際のところはわからないのである。

「学級経営」の捉え方には狭義のものから広義

のものまで諸説が存在し、学級経営という組織

的機能が、学級教育のどの領域にまで及ぶかと

いうことは、研究者の問でも統一されていない

のが実情である。どちらも完全ではなく、どち

らが正しいという判断を下せたり、そうする必

要があるような問題でもないのではなかろうか。

「学級経営Jを評価するにあたり、むしろ大事な

のは、児童がどのような学級を望んでいるのか、

どうしたら児童は「居心地の良い学級」と思え

るのかを検討することであるのではないかと考

える。したがって、本研究においては、「学級経

営Jをあえて定義することなく使用することと

した。

注2)r体育授業jおよび「学級経営Jの実態を考

慮しないことについて

教科教育に関する研究を行なう場合に重要な

のは、「体育授業Jをこうすると、「体育授業」

にこのような工夫を凝らすと、「学級経営jがう

まくいきます、あるいは、「学級経営Jをこのよ

うに行うと「体育授業jが効率よく行われます、

といった理論を構築することである。

しかし、「体育授業」と「学級経営Jが関係す

るということを実証するためには、裏を返せば、

どのような「体育授業Jが行われていようが、

どんな「学級経営」がなされようが関係ない、

「実態に左右されない関係Jが存在しなければな

らないとも考えられる。「こうしたら、こうなり

ました」、「こうすると、こうなりますjという

事例的な研究は、関係があってはじめて追求し

ていく必要性があるとも考えられる。本研究に

おいては、まず、いわゆる体育授業といわゆる

学級経営Jとの聞に「関係があるのか否かJを

検討することを目的とした。

注 3)学級経営を評価するために適応した「学級

集団意識調査票5)Jについて

学級集団意識の構造をみる調査から抽出された

「雰囲気Jr活動性Jr学習意欲Jr人間関係Jと

いう 4つの因子にもとづいて作成された調査察

で、 4次元16項目からなる。

なお、質問項目については、表 1を参照。

注4)体育授業を評価するために適応した「体育

授業診断票3)Jについて

この評価票は、今日の目標論や学力論にもと

づいて調査票を作成し、因子分析を行なった結

果から作成されたもので、「楽しさJr学び方J
「技能Jr協力Jの4つの次元20項目からなるo

単元はじめと単元終わりに調査を実施すること

によって、子どもの体育授業に対する態度がど

のように変容したかを判断するためのものである。

なお、質問項目については、表2を参照。

参考・引用文献

1 )出原泰明 r異なる子どもが学び合うJ授業

と学級づくり.体育科教育.46 (6)， 19-22， 

1998. 

2 )歌川好夫 r学級経営と体育Jを考える.体

育科教育.46 (6)， 29-31， 1998. 

3 )高橋健夫:体育の授業を創る.再版.大修館.

1995. 234-235. 

4 )田中聡:子どもが本音を出せる学級と体育授

業.体育科教育.46 (6)， 32-34， 1998. 

5) 日野克博:学級経営と体育授業に関する実証

的研究.体育科教育.46 (6)， 26-28， 1998. 

6 )細江文利，藤田かおる:ネットワーク論導入

による「関わり合いJ重視の学習観における学

習プロセスの検討.体育・スポーツ経営学研究.

14 (1)， 1 -14， 1998. 

7 )細江文利:子どもの心を開くこれからの体育

授業.大修館. 1999. 

8)細谷俊夫・奥田真丈他(編集):新教育学大事

典.第一法規出版. 1990. 

9 )八千代市立勝目台小学校:研究紀要「学級経

営と体育J.1998. 

10)八代勉:学級経営をテーマに据えた授業研

究の成果.体育科教育.46 (6)， 23-25， 1998. 

(平成岬1叩 1日受付)

平成12年3月20日受理



事務局ニュース
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九州体育・スポーツ学会

この数年間、青少年の関わった重大な事件や学校での不適応が目立つてきましたo そ

の一方で、体力運動能力は平均的にみると低下傾向を示し、生活習慣病は増加の方向に

あります。これらの状況や変化は、単独の原因によるものではなく、子どものからだと

心を脆弱にさせている生活環境によって生じているように思われます。

体育やスポーツに楽しく積極的に取り組むことは、からだの育ちはもちろんのこと、

豊かな心の醸成に寄与するように思われます。学校体育、家庭でのスポーツ・レクリエ

ーションそして生涯スポーツの研究も、これらの問題を視点において進められることが

求められて来るような気がします。遅くなりましたが、事務局ニュースを掲載します。

1 .九州体育・スポーツ学会第49回大会の開催要項の決定

期日:平成12年 9月2日(土)・ 3日(日)

会場:熊本県立大学

第 1日(9月2日)

9 : 0 0 '"'-' 理事会(理事受付)

1 1 : 0 0 '"'-' 受付

1 1 3 0 '"'-' 一般発表

1 5 : 0 0 '"'-' 特別企画

1 7 : 0 0 '"'-' 懇親会

第 2日(9月3日)

8 : 0 O~ 受付

8 : 3 O~ 一般発表

10:00--- 総会

12:30--- 専門分科会

熊本県立大学を主管校にして、熊本県内の関係の皆様の連携によって第49回大会の準

備が進められています。交通も便利で駐車場の心配もありませんo 多くの学会員の参加

と発表を要請致します。

2 .平成11年度 九州体育・スポーツ学会総会報告

開会の辞

挨拶学会会長佐久本稔(福岡女子大学)

挨拶大会会長千綿俊機(福岡工業大学)

〈報告事項〉

1 )平成10年度事業報告

庶務事項:担当理事より以下の報告があり承認された。

・第47回大会を長崎大学で開催 ・事務局ニュースの発行 ・第47回大会当番大学(長

崎大学)との打ち合わせ ・第48回大会当番大学(福岡工業大学)との打ち合わせ
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32 九州体育・スポーツ学研究第14巻第1号平成12年 3月

依頼 ・九州体育・スポーツ学会の今後のあり方についての検討会(会長、副会長、

常任理事:福岡工業大学) ・常任理事会の開催(8回) ・日本体育学会支部活動報

告 ・九州体育・スポーツ学会理事会、総会案内発送 ・日本体育学会名誉会員推薦

(松本詩吉氏)

研究:担当理事より以下の報告があり承認されたo

・機関誌の発行 九州体育・スポーツ学研究第13巻第 1号(原著 7編、短報 1編)

・編集委員会の開催 (H10.12.27， H11. 1 .18， H11. 2.18) ・学会賞選考委員会の開

催 (H10. 9. 6 ， H11. 7 .26 奨励賞 清水知恵氏(福岡教育大学)ホコンタクト・

ワークを通した自己受容の変化つ

2 )平成10年度決算・監査報告

担当理事より平成10年度決算報告、木下監事より監査報告があり承認された(資料

1 )。

3 )平成10年度九州体育・スポーツ学会貨について

徳永選考委員長より選考経過の説明があり、清水知恵氏に奨励賞が授与された。

4 )九州体育・スポーツ学会会則・内規・附則について (48回大会号参照)

担当理事より説明、訂正があり承認された。

5 )九州体育・スポーツ学会50周年記念事業企画委員会の発足について

理事長より説明があり、以下の委員が承認された。

委員名:会長佐久本稔、副会長徳永幹雄、岩崎健一、磯谷誠一理事長松永

淳一、 50回大会委員長鹿児島大学奥保宏、福岡大学田中宏暁、長崎大学田原靖

昭

6) 日本体育学会理事会報告

理事長より以下の内容について説明があり、承認された 0

・日本体育学会の法人化について ・日本体育学会50回記念大会について ・名誉会員

として松本詩吉氏推薦される ・日本体育学会開催地区順について (51回 奈良女子

大中心 H12.10.7 -9.、52回大会東北・北海道、 53回大会 関東、 54回大会九州

H15年)・学術の国際交流について

7 )その他

庶務担当理事より説明があり承認された。

・本会に関わる敬弔について(北嶋久雄氏 佐賀大学 H11. 5) ・役員の交代(第

4分科会岩田靖氏から相部保美氏へ)と所属の変更(佐久本寿代氏 所属 九州

保健福祉大学へ)



事務局ニュース

く協議事項〉

1 )平成11年度、 12年度事業計画案について

庶務:担当理事より以下の説明があり、承認された。

平成11年度

・第48回学会大会当番大学との打ち合わせ ・事務局ニュースの発行 ・九州体育・ス

ポーツ学会名誉会員の推薦 ・平成11年度常任理事会の開催

平成12年度

・役員改選 (H12・13年度)・第49回学会大会(熊本県)当番大学との打ち合わせ ・

事務局ニュースの発行(学会紙に印刷する) ・会員名簿の発行 ・九州体育・スポ

ーツ学会名誉会員の推薦 ・平成12年度常任理事会の開催研究:担当理事より以下

の説明があり、承認された。 ・九州体育・スポーツ学研究第14、15巻の発行 ・学

会貨の選考

2 )平成12年度第49回大会(熊本県)当番大学および開催期日について

理事長より説明があり承認されるとともに、井上地域世話人理事より、当番大学の挨

拶が代読された。

第49回大会当番大学 熊本県立大学

3 )平成11年度、 12年度予算案について

会計担当理事より新様式による予算案(資料2)(資料 3)の説明があり、承認され

た o

4 )九州体育・スポーツ学会名誉会員(松本寄吉氏)の推薦について

理事長より説明があり、松本先生の名誉会員推薦が承認された。

5 )その他

理事長より以下について説明があり承認された。

・日本体育学会54回大会 (H15年)の開催について

開催県の決定過程について説明があり、熊本大学を中心にして熊本大会を

開催すること、九州体育・スポーツ学会としてパックアップすること。

・熊本への日本体育学会開催準備金支給について

・各県地区の学会活動補助金支給について (Hll年度より)

くその他〉

1 )新入会員の紹介

会計担当理事より新入会員名簿の説明と案内があり承認された。

2 )松本寿吉氏よりご挨拶があった。
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3 .事務局の活動

1 )学会大会当番大学との打ち合わせ

平成12年 1月24日(月)、熊本県立大学

出席者:佐久本会長、岩崎副会長

重松三和子氏、福岡義之氏(熊本県立大学)

学会事務局(松永理事長、田原庶務担当、小原学会担当)

2 )会計担当からのお願い

【九州体育・スポーツ学会会費納入について】

0平成12年度の九州体育・スポーツ学会会費を、早急にご納入下さい。

日本体育学会入会者で口座自動引き落としの方は、 7月上旬に学会事務局より引き落

されます。また日本体育学会入会者で郵便局で振り込まれる方、及び九州体育・スポ

ーツ学会のみの入会者は、 5.000円を下記口座へお早めにお振り込み下さい。尚、規約

上 2年間以上滞納した場合には、自動的に退会手続きを取ることになっています。

0大学院学生で平成11年度に修了された九州体育・スポーツ学会のみの会員は、一般会員

として継続の申し出がない限り、退会手続きを事務局でいたします。

ご不明の点がありましたら下記会計担当までお問い合わせ下さい。

九州体育・スポーツ学会事務局

郵便振替口座番号【01970-4-26460】

長崎大学教育学部 管 原 正 志 095-847-1111(内線2315)

Fax.095-844-0401 sugahara@net.nagasaki-u.ac.jp 

畑 孝幸 095-847-1111(内線2389)

hata@net.nagasaki-u.ac.jp 



資料 1

平成10年度会計報告

1.一般会計

項目 予算額

年度会費 2，700，000 

収

入 繰越金 562，811 

の 預金利息 2，000 

部

合計 3，264，811 

大会補助金 5∞，000 

学会誌印刷費補助 5∞，000 

支 通信費 3∞.∞o 
旅費 350，0∞ 

出 会議費 100，αm 

分科会補助費 350.000 

の

部 事務局費 500，0∞ 

学会食運営費 100.0∞ 

記念事業等積立金 300.0∞ 

予備費 264.811 

合計 3.264，811 

総収入額 3，440，361 

一総支出額 2，143，546 

繰越金 1.296.815 

事務局ニュース

決算額

2，877，550 

562，811 。

3，440，361 

5∞，000 。
48，863 

329，080 

85.374 

342.050 

406，049 

100，000 

300，0∞ 

32，130 

2，143，546 

自:平成10年4月1日

至:平成11年3月31日

備考

福岡工業大学

固定補助額200，000円(1分科会当たり4万円補助)

配当額

1人300円×人数

平成10年度佐賀大学

50周年記念事業，沖縄事務局特別補助積み立て

会員慶弔(花輪代:大永氏)

適法にて適正であることを認めます.

平成11年7月5日

監事 木下

綱分
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入
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部

支

出

の

部

九州体育・スポーツ学研究第14巻第1号平成12年 3月

2.特別会計

項目 予算額

広告科 160，000 

繰越金 427，686 

預金利息 3∞ 
印刷費補助 500，0∞ 

その他 。
合計 1，087，986 

印刷費 6∞，∞o 
会議費 30，1∞o 
旅費 20，α)0 

通信費 35，0∞ 

事務局費 1∞，000 

予備費 302，986 

合計 1，087，986 

総収入額 477，842 

一総支出額 84，602 

繰越金 393，240 

3.積み立て貯金

項 日
定期郵便貯金 400，000 

定期郵便貯金 600，000 

定期郵便貯金 300，000 

決算額

50，000 

427，686 

156 

。
。

477，842 

。
。
。

26，410 

58，192 
。

84，602 

自:平成10年4月1日

至:平成11年3月31日

備考

竹井機器

査読謝礼

適法にて適正であることを認めます.

平成11年7月5日

監事

木下安易843 
網分憲

備 考

1年利率 2.65% (H6.8.24) 

1年利率 0.70% 伺.9.9.3)

1年利率 0.35% (H.10.4.14) 



収入の部

事務局ニュース

平成 11年度一般会計予算(案)および中間報告 0999年 8月 31日現在)

-収入の部

・支出の部

4，440，000円

4，440，000円
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資料 2

歌......，・ソー項，- 目争 予算額 ー執仔額 備考 ，今後の執行見込額

1.会費

会費

2.録越金

繰越金

3，緯収入

雑収入

h弓d

支出の部

2，825，000 I 2，268，000 280，000 
2，825，000 I 2，268，000 I 280，000 

年会費 2，800，0ω2，253，000 ，正会員 545.学生会員 30 275.000 
・..........-_.. -. _......・--・・・・・・......----・・・・・・・・・・・・・・・.唱・・・・....-_..........・・.

入会金 25.000 ， 15.000 ，日本20，九州 15 5，000 

繰越金

l，500，0ω1，河1，922I 01  

1，500，000 I 河1~922 I 0 

l，500，000 ， 1，781，922 ，前年度より繰越

115，000 I 回周5'

115，000 50，895 

o 
51，000 

51，000 

広告料 100，000 I 50，000 I 50.000 
その他 l ほ∞oI 895 I利息 T ------------l，(ioo l 

5・長誌が?LZo，，?完務長主義I~弓ヰ:\.~::~{~f.読長ι不:;<議算哲二日rみi割行積三ill“心人工是正三讃普五五、-t;十;え~~-j-~:;~i~I三空貨一φ新行見込額

1.事務費 1，200，0ω494，278 I 54，30ω 

事務局経費 1.100，000 I 494，278 I 458，000 

人件費 200，000 ， 24.400 ，庶務・会計・編集等作業謝金 150，000 

交通費 400，000 I 234.700 I 150，000 

印刷費 100，000 ， 1.100 ，封筒.振替用紙等 80.000 

通信費 200，000 ， 184.690 ， 5，000 

消粍品費 100，000 I 15.288 I 70，000 

諸費 100，000 1 34，100 1会費返却+弔電 3，000 I 

会議等経費 1ω，000 I 7，800 I . L_ 85，0001 

理事会等会議 50，000 ， 7.800 ，通信費等を含む 40，000 

編集委員会 50，000 I …|通信費等を含む 45，000 

2事業費 I 1，2印，0ω615，2 ω 5 7 0，ωo

刊行費 650，000 552，300 50，000 

機関誌刊行費 500，000 I 493.500 I九州体育・スポーツ研究 13 0 

会報等刊行費 150，000 I 58.800 I事務局ニュース 50，0001 

補助費 600，000 I 62，960 I 520，0001 

大会補助費 500，000 I … 500，000 

学会賞運営費 100，000 I 62.960 I 20，000 

350，ω01 ー 346，7ω4.補助金

5融金「壷
350，000 _.. 346，700 

350，000 ... 346.700 

300，000 300，000 。
300，000 300，000 。
300，000 300，000 記念事業等 。

1，340，000 ... 1，340，000 

予備費

|予備費

1，340，000 ... 1，340.000 

1，340，000 ... 次年度への繰越等 1，340，000 

合ー 4，440，0ω 1，417，338 '2，799，700 
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収入の部

支出の部

九州体育スポーツ学研究第14巻第 1I~ 平成 12年 3 月

平成 12年度般会計予算(案)

-収入の昔1¥

支出の部

，3'10， 

4， 280， 000円

4， 280， 000円

資料 3



lH訪日ニュース

平成 12年度特別会計予算(策)

l 芳苛三主義込~It~::. .，.~ ~ .2再J皐ど; I法;全員~-:. ，q. ~..~.:;. ら杉里L~"';;..:. 備考 :!~?!.~J.~~~f ，-i.'-
1 収入町制

2 支出の部

3 繰越の部

1W/J明積立金額 1.648.700 !郵便定額預金

利息 5，000 I見込計算利息

当JV!積立金額

合計

当期総支出額

次期総経金額

300，000 

1，953，700 

O 

1，953，700 
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編集後記

長崎大学へ事務局が移って本誌は 2回目の刊行となりました。本誌を手にと

られて、その掲載論文数の少なさに驚かれていることと思います。決して、掲

載のための審査基準を上げようとしたわけではありません。どうか次年度は多

くの方が投稿されますことを委員一同願っております。

(西津記)

長田貝委

朗

昭

毅

達

正

原

津

内

小

西

山

編集委員会

綱分憲明

畑 孝幸

中山雅雄

船瀬広=

. Editorial Committee 

T.Obara 

s. Nishizawa (Chief) 

M. Yamauchi 

N. Tshunawake 
T. Hata 
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