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「認知的トレーニングJの現状と課題

下 園博 信(九州共立大学)

磯 貝 浩 久(九州工業大学)

Current Status and Issues of Cognitive Training 

Hironobu Shimozono and Hirohisa Isogai 

Abstract 

In the competition白atthe game situation changes every moment such as the ball game， the situation is grasped pre-

cisely. And it will arrive at the best perlormance to make most suitable decision. 1 develop位ainingbased on a theory in order 

to improve ability for circumstantial judgment. As a result， it is desirable to practice it. Such a training is Cognitive Training. 

A study aimed at improving ability for circumstantial judgment is carried out in a domain of the sports psychology. However， 

it is said出atit is difficult to measure circumstantial judgment during a game. An effect of the training that is clear can not 

be show in a real field. 1 show a method to make influence on; 

1) 1 show a method to make influence on perlormance clear， and demonstrate it. 

2) Because fast decison making is found with accuracy in the real competition scene， bring to the quality of the decison 

making into focus. 

3) Show a standard of the making of the picture for use by Cognitive Training. 

1 overcome these problems andαrry out a study to have the environment where training of the recognition is easy to be in-

甘oducedinto in the spot of sports. 

Key words: Cognitive Training， decision-making 

1 .はじめに

ボールゲームにおいて試合に勝つためには、個々の能

力をゲーム場面に応じて的確に発掠していかなければな

らない。したがって変化するゲーム状況において個々の

判断力が必要となり、さらにはチームの戦術や作戦を遂

行する上でも的確な判断力が重要となる。オープンスキ

ル系の競技に分類されるボールゲームでは対戦相手の状

態、ゲーム状況といった刻々と変化する状況に対応する

ことや、天候やグランド状態などのあらかじめ予測でき

る状況の把握が必要とされる。このような判断力、すな

わち状況判断能力を向上させるためのトレーニングは何

をすればいいのか、どのようなやり方があるのかなど、

確立されたトレーニングはさほど知られていない。

本研究で取り上げる認知的トレーニングとは、センス

がいい、勘がいいなど、個人の潜在的能力をイメージす

ることが一般的であった状況判断能力について、実際に

身体を動かしてプレーすることなく、選手自身や他の選

手がプレーしているビデオ映像を活用し、状況判断の問

題に焦点を当ててトレーニングを行うものである。認知

的トレーニングの研究については、ボールゲームのトレー

ニング開発が進展する中で、状況判断能力を概念化し、

1 ) Deparlment 01 Sports Science，均ωhuKyoritsu University， 1・8]iyugaoka， Yahatanisi-ku， Kitakyushu-shi， Fukuoka 80'1・8585
2) Dφ'artment 01 Human Science， Faωlか01Computer Science and Systems Engineeri昭，均FωhuInstitute 01 Technology， 680・4

Kawazu， Iizuka-shi， Fukuoka 820-8502 
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理論的な背最を結びつけることで、スポーツ心理学の領

域を中心に測定やトレーニング方法について検討される

ようになった(兄井 2007)。また実際のトレーニング現

場でもコーチングの手法としてビデオ映像を使用し、状

況判断能力に関わるような指導も行われている。しかし、

最近の認知的トレーニングに関する研究は、ゲームやト

レーニング場面を撮影し、その映像を編集することが以

前よりも簡易になっており、ゲーム中のプレーを分析す

る方法の開発が研究されているにも関わらず、あまり実

施されていない。そこで、本研究では、これまでの代表

的な状況判断能力に関わる認知的トレーニングの研究を

概観し、今後の課題について提示することを目的とする。

ll.認知的トレーニングの現状

1 )認知的トレーニングに関する研究の経緯

わが国における認知的トレーニングに結びつく研究を

辿っていくと、相手チームの力量に対する予測と認知が

チームの士気に及ぼす効果(小林ら 1961)が体育学研

究に掲載され、その後、スポーツ選手の認知スタイルに

関する研究(松田ら 1977)、ゲームセンスと知覚(工藤

1975)がスポーッ心理学の分野で研究されているo それ

らの実験の方法や内容は、認知スタイルテストやゲーム

センステストなどの質問紙を使用したテストを作成し、

競技特性や競技レベルについて比較し、競技者の記憶力

や予測力などに焦点を当てているo

その後、ラグビーのゲームセンステスト(中川 1980)

において16mmフィルムでの映像提示実験が行われ、映

像を使用した実験やトレーニングが始まった。そしてポー

ルゲームにおける状況判断研究のための基本概念の検討

(中川 1984)やポールゲームにおける状況判断の指導に

関する理論的提言(中川 1986)において、ポールゲー

ムに関わる状況判断能力を「ゲーム中で、遂行するプレー

に関する決定を行うことJと定義づけが行われた。そし

て「意思決定Jよりも「状況判断能力Jという用語を使

用し、ポールゲームを課題とする研究が多く行われた

(中川 1982)0また、タキストコープやスライドを使用

した海野ら(1983)や奥田ら(1991)などの競技者の状

況判断過程や知覚様式における研究も同時期に行われて

いる(丹羽 1992、工藤 1994、麓 1995)0

1990年代には日本オリンピック委員会スポーツ医・科

学研究のチームスポーツのメンタルマネジメントに関す

る研究の一環として、ビデオ映像を使用した状況判断能

力やプレーヤー聞の意思統一を促進するトレーニングの

研究が行われた。その研究で行われたトレーニングを

「認知的トレーニングJとし、猪俣ら(1992、1993)は

ハンドポール、山本ら(1995、1996)はバレーポール、

中川ら (1994b、1996)はラグビーやテニスを対象にト

レーニングとテストの結果を報告している。また、下園

ら(1994)はスポーツ心理学研究において、ラグビーに

おける状況判断能力に及ぼす認知的トレーニングの効果

を研究し、認知的トレーニングの実施方法に焦点を当て、

その効果について報告しているo

このように認知的トレーニングの研究は、感覚的な諜

題とされていた予測や認知という観点の研究から状況判

断能力へ研究が進み、さらにポールゲームに焦点を当て

た実証研究へと展開された。そして、実証研究ではボー

ルゲームの試合場面を使用しながら、競技を指導する場

面で実践できることを目的に研究が実施された。

2)状況判断能力の概念化について

ポールゲームを対象とした状況判断能力の研究におけ

る基本概念の検討では、状況判断の過程に関する概念的

モデルが提示され、状況判断の過程を構成する 4つの機

能が図 1のように明確にされている(中川 1984)。外的

ゲーム状況に対する選択的注意とは、プレーヤーの眼前

に存在する外的ゲーム状況において、適切な情報源へ選

択的注意を働かせることである。ゲーム状況の認知は、

外的ゲーム状況に対して選択的注意をした後に、その情

報源から情報を獲得し、評価して、現在のゲーム状況の

記述を得ることである。ゲーム状況の予測とは、現在の

ゲーム状況を認識した後、過去および現在の認識に基づ

いて未来のゲーム状況を想像し、先取りすることである。

そしてプレーに関する決定は、プレー状況の認知と予測

に基づいて、遂行するプレーに関する決定を下すことで

ある。

また、ボールゲームにおける状況判断を議論する時に、

ゲーム状況との関わりが密接になることも取り上げられ

ている。ゲーム状況はこのような研究を行う場合に設定

することが必要とされ、状況判断を取り扱う研究では、

ー砂

外的ゲ対する
ゲ ゲ プ

レ
ム ム

状況ムにl選択i意的主

状況 状況
関す 田

の の

知認 測予 決定る

決
定
遂
行
指
示

図1 スポーツ(ボールゲーム)における状況判断

過程(中川、 1984)
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「ゲームにおいて、プレーヤーに影響を与える刺激の総

体Jと定義づけされたことを基に、実験にゲーム状況を

取り入れるようになった。

状況判断能力の測定に関しては、プレーヤーの状況判

断に関する日常的観察、指定されたプレーヤーの状況判

断に関する眼前での自由観察、指定されたプレーヤーの

状況判断に関する眼前での組織的観察に基づく評定法及

び行動目録法(カテゴリーシステム)の 3つに分類がで

きる(中川 1985)0ボールゲームの状況判断能力を測定

するためには、観察項目を計画・組織的に設定し、目的

に沿う方向で観察を統制することが望ましいが、一方で

このような測定には非常に多くの時間と労力を費やす欠

点があると考えられる。そのため、経済性の高い測定法

として実験室的テスト法とフィールドテスト法が用いら

れるo

実験室的テスト法はさまざまな媒体物を通じて問題と

なるゲーム状況を与え、それに対する状況判断の質を評

価しようとする方法である。使用する媒体物は写真、図、

スライド、映画、ビデオなどである。このテスト法の妥

当性については、実験室的状況における状況判断が現実

のゲームの状況判断を適切に表しているか検討される D

映画テスト法は、ゲームの一部を映画によって呈示し、

ある場面で映像を切り、そこでの状況判断を被験者に解

答させる方法である。その評価は複数の専門家の判断を

基準にして得点化するもので、コーチの主観評価やフィー

ルドテストの成績などと積極的な関連性が見られること

から、状況判断能力を測定する方法としては有効である。

しかし、被験者の競技水準、技術水準を考慮せずに状況

判断を評価することになり、また被験者の潜在的な状況

判断能力を測定する結果になる危険性もある。したがっ

て現状の競技水準や自チームの技術水準を考慮するのか、

考慮せずに最適な競技水準にあるとして状況判断を行う

のか、明確な教示が重要で、あると考えられるo

フィールドテスト法は先の実験室的テスト法と異なり、

適切なゲーム状況が選択されていれば、得られた測定値

は妥当と考えられる。この方法は体育館やグラウンドで

人工的にゲーム状況を作り、実際のプレーの評価という

ことになるが、同一のゲーム場而を被験者ごとに作り出

すことの難しさや、ゲーム状況を再生するために実験協

力者などへ行う指導や訓練に、時間と労力がかかる問題

が指摘できる D

中川(1985)は、ポールゲームにおける状況判断能力

のトレーニングについて、ボールゲームの戦術トレーニ

ングの領域に着目し、その中核的な部分に状況判断能力

のトレーニングが位置していることを示している(図 2)。

さらに、状況判断能力のトレーニングに対する信態性を

裏付ける具体的なトレーニング効果を実証した研究を紹

介している。特にスライドや映画を用いたトレーニング

がゲーム状況の認知や予測に関する知覚的能力の向上に

も有効なことを挙げている。そして状況判断能力のトレー

ニングについて、 1 ) トレーニング対象となる状況判断

の内容に関して、理論的および実証的見地から吟味する

ことが決定的意義を持っている、 2 )状況判断過程に焦

点を当てたプロセス志向的トレーニングが有効である、

という 2つを示唆しているO

中川が進めた状況判断能力の研究は、認知的トレーニ

ングの実践研究に多大な影響を及ぼしている(中111

1988 1993 1994a 1994c)。状況判断能力に関する概念化

やiIlU定方法、 トレーニング方法の提示などが認知的トレー

ニングに関するボールゲームを対象とした研究に貢献し、

状況判断能力を向上させる手がかりとなる研究に結びつ

いたといえる。

3 )認知的トレーニングの実践研究

認知的トレーニングの実践研究の多くは、日本オリン

ピック委員会スポーツ医・科学研究のスポーツ心理学の

プロジェクトの中で実施されている。平成 2年度より平

成4年度に行われた「チームスポーツのメンタルマネジ

メントに関する研究Jと、平成 5年度より平成 7年度ま

で行われた「ジ‘ュニア期のメンタルマネジメントに関す

る研究」において報告されている(図 3)。

認知的トレーニングという言葉が紹介されたドイツの

①教師やコーチによる意識的な作用によって向上させることがで、きる

②外的ゲーム状況の観察能力のトレーニングと戦術的思考能力のトレーニ

ング(戦術的知識の獲得及び組織化)

③「ゲーム状況の本質一適切なプレーーjの連合システムを記憶肉で組織

的に発達させること

④体育館やグランドで行う実際的方法と、室内で黒板、ビデオなどを使って

行う理論的方法の併用が必要である

⑤一定水準のテクニックの熟達後の段階に位置づけることが適当である

図2 状況判断トレーニングについて(中川、 1985)
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チームスポーツのメンタルマネジメントに関する研究

ドイツ・スペインにおけるチームスポーツのメンタルマネジメントについての調査

ハンドポールにおける認知的トレーニングの効果

ハンドボールにおける認知的トレーニングの効果

ジュニア期のメンタルマネジメントに関する研究

1993 高校ラグビープレーヤーに対する認知的トレーニングの効果

1994 バレーボールのフオーメーションにおける認知的トレーニングの効果

-高校バレーポールプレーヤーに対する認知的トレーニングの効果
1995 -チームゲームにおけるビデオトレーニングの実際場面での効果の検討ーテニス

のダブルスを対象にしてー

図3 日本オリンピック委員会スポーツ医・科学研究報告における「認知的トレーニング」の実践的研究

身体文化大学のチームスポーツの心理的トレーニングを

取り上げた報告で、プレーヤー自身の状況判断を向上さ

せ、さらにプレーヤー聞の状況判断を意思統ーさせるた

めのビデオ映像を用いたトレーニングが実施されている

ことが記されている。その中で「ブラインドコミュニケー

ション(日本では「あ・うんの呼吸」のような捉えかた)J

を向上させることを目的としたトレーニングが紹介され

ている(猪俣・山本 1991)。

国内の認知的トレーニングの実践研究として以下の研

究があげられる。

a)ハンドポール

大学生のハンドポールプレーヤーについて個人のゲー

ム状況の判断とチーム内の判断の一致を促すトレーニン

グの効果を検証し、実際のゲーム場面での効果について

も検討しているo また、ゲーム場面のビデオ映像を手が

かりにしてプレーヤー相互間での状況認知、判断、思考

などについてコミュニケーションを促進させる認知的ト

レーニングを行った結果、お互いの行動が予測できるよ

うになり、実際の共同プレーの速度や的確性が増すこと

が確かめられた(猪俣ら 19921993)。

b)バレーポール

大学生のバレーボールチームのフォーメーションにお

ける研究では自己チームのビデオ映像を手がかりに、チー

ムリーダーやコーチが中心に話し合いを行い、最適なプ

レー選択を共通理解させる認知的トレーニングを行った。

攻撃および守備場面でチーム戦術の選択肢が多い決定的

場面を用い、かつ、 トレーニンググループを 7--8人に

した場合でも、戦術的な的確さを向上させることが認め

られた(山本ら 1995)0

高校バレーボールプレーヤーを対象とした研究では、

トレーニング群と統制群を設定し、認知面、実際のプレー

についてプレ・ポストテストを実施しているo 結果は認

知的トレーニング群が、認知面において適切なプレーに

関しての各自の理解が深まり、さらにチームとしての共

通理解が促進された。また実際のプレーにおいても守備

面でプロッカー、レシーバーのコンビネーションに関し

て効果が見られ、さらに攻撃についても特に瞬時の共通

判断と意思決定が必要とされる速攻やそれに準ずるコン

ビネーションプレーにおいて効果が見られた。しかし、

トレーニング効果をトレーニング直後に見るだけでなく、

かなり長期的な期間の中で、効果の持続という視点から

分析する必要性も指摘されている(山本ら 1996)。

c)ラグビーフットポール

高校ラグビープレーヤーを対象とした研究は、高校の

トップレベルの 3チームに対しビデオ映像を利用した認

知的トレーニングを実施し、判断の的確性、予測の一致

度、実際の共同プレーの適切度の 3指標を検討した。そ

の結果、いずれの指標でもトレーニング効果が見られ、

ジュニア期のラグビー選手に対する認知的トレーニング

の有効性を確認している(中111ら 1994b)0

スポーツ心理学研究に掲載された大学生ラグビープレー

ヤーを対象とした研究では、ゲーム状況の決定的場面に

ついてビデオ映像で提示し、具体的にプレーを言語化す

ることで状況判断能力を測定した。また、 トレーニング

群については、認知的トレーニング群とビデオ映像を観

察するだけの群、統制群の 3群を設定し、今までの実践

研究では検証しなかった単にビデオを観察するだけの群

と認知的トレーニング群の違いについても検証し、単に

ビデオ映像を見せるだけでは認知的トレーニングとして

は成立せず、具体的な解説や理解度を確認できるような

説明や話し合いが必要であることを示している(図 4) 

(下園ら 1994)0

d)テニス

大学生のテニスプレーヤーを対象とした研究では、ダ

プルスのベアにビデオ映像を使用した認知的トレーニン

グを行い、その効果を実証的に検討した。結果としてゲー
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図4 認知的トレーニングの効果(下回ら、 1994)

ム状況での判断の的確度および一致度において向上が見

られ、実際場面や動きの一致度からも状況判断能力が向

上したと報告しているo 課題としてはゲーム状況、技術

レベル、 トレーニング量などの要因によってトレーニン

グ効果が左右されることが予測され、 トレーニングの実

用化に向けた課題が挙げられている(中川ら 1996)0

以上のような実践研究が盛んに行われたことについて

は、 3つの影響が考えられる。 1)中川の状況判断能力

における研究の理論的な整備が行われたこと。 2) ドイ

ツで行われていたブラインドコミュニケーションなどの

チームプレーの研究が紹介されたこと o 3) 1980年代後

半からビデオ機器の発達や編集作業の簡素化によって、

スポーツ現場でもビデオ映像を簡単に使用できるように

なったこと o これらの影響によってポールゲームを対象

にした研究が行われ、認知的トレーニングの方法を確立

させる結果が報告されているが、次にあげる課題も残さ

れているo

m.認知的トレーニング研究の課題

1 )認知的トレーニングのパフォーマンスへの効果

認知的トレーニングの実践研究の中で、実験室的レベ

ルでのトレーニング効果は認められるものの、実際の競

技パフォーマンスへの効果が認められないという結果が

報告されている。実験室的なトレーニング効果は、プレー

を言語化することを手掛かりに、プレーの選択肢が増え

たり、的確なプレーを選択できるようになったり、プレー

の選択に関わるような戦術的な理解度が向上することな

どである。実際の競技パフォーマンスへの効果を測定す

る場合は、認知的トレーニングの前後に試合を実施し、

その試合中のパフォーマンスを比較することが多い。し

かし試合環境の設定を同一条件にする難しさや偶発的な

プレーと意図的なプレーが混在するなかで、パフォーマ

ンスの評価基準は決めているものの、その範鴫に当ては

まらないプレーが起きている(例えば、動き出しが遅い

のに最終的な結果は成功するプレーなど)ことが問題と

なる。認知的トレーニングを行う上では、パフォーマン

5 

スとの関係を明らかにしていかなければ、研究の発展を

妨げることになってしまう o

そこで、最近のサッカーやラグビーなどのゲームパフォー

マンスの分析法を見ると、質的なプレー分析を行うゲー

ム分析の研究が行われている。質的な分析とは、従来行

われてきた“量的な分析"(単純にプレーを数値化する

分析)ではなく、プレーの内容を確認していく“質的な

分析"(プレーの内容や戦術に沿ったプレーが出来てい

るかなどを数値化する分析)を行うことである(下園

2007)0例えば「単にパスの成功率が何%であったか」

ではなく、「どの場面でどのようなパスが行われていた

か」などを詳細に分析することにより、具体的なプレー

の改善に役立つ情報を抽出する分析である。このような

質的な分析がチームとしての機能を高め、また個人のプ

レーを改善する有効な手助けにもなっていることが報告

されている。

認知的トレーニングの効果を見る場合にも質的な分析

方法を基にデータを積み重ね、客観的な基準を持ったゲー

ム分析の結果から、実際のパフォーマンスへの影響を検

討できると考えられる。また、結果だけでなく、行った

プレーが段階的に改善されるような取り組みが明確化さ

れれば、実験室的な効果を踏まえてプレー中の状況判断

能力に影響を及ぼすことが、実証されるのではないかと

恩われるo

2) r正確な判断Jから「正確で速い判断」ヘ

認知的トレーニングの効果を測定するテストでは、 1 

つの場面の回答時間を設定するが、その時間は選んだプ

レーなどを言語化するために充分な時間を設定している。

このようなことから、「正確な判断jはできるようにな

るが、実際の競技場面で行っている判断の時間との差を

指摘されることが多い。さらにいくつかの認知的トレー

ニングの研究において、熟練者と非熟練者のスキル的な

差が明らかであるが、テスト結果では差が見られないこ

とがある。したがって同じ判断でも「判断する時間の差J
があり、「同じような判断はできるがフィールドでは何

かが違っている」という問題を解決するためにも、いつ

判断したのか、どのタイミングでプレーを遂行するのか

などの時間的な差を明確にしていかなければならない。

判断時聞と正確な判断の関係を明確にするためには、

実験課題や測定方法などの吟味がさらに必要になるが、

ゲーム場面で行われている一瞬の判断を何らかの方法で

測定し、認知的トレーニングにおいても「正確で速い判

断J(図 5)ができることを目指す必要がある。特に実

際のプレーの場面ではスキルレベルに関係すると思われ

るが、正しい判断ができていても反応が遅かったり、動
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〈判断する内容〉
外的条件の把糧、ゲーム状況の正砲な理解、ゲーム状況の正確な予測など

《判断した内容が不正砲》

【
遅
い
反
応
】

;・不適切な判断 i
j・判断は不正確
;・判断時聞は遅い j

《判断した内容が正確》

1d.反応よりも判断 j 
i・判断は正確 j 

i・判断時聞は遅い
i※過去の研究ではこの課題が多い;

【
速
い
反
応
】

:ロ判断よりも反応j
i・判断は不正確
:・判断時間は速い:

!@理想的な判断
;・判断は正確 j 
j・判断時聞は速い
;※今後の研究で取り扱う課題;

図5 認知的トレーニングの課題「正確で速い判断」

きはじめてからの動作が遅くなったりするとミスやエラー

につながる。正しく速い判断を測定することと、認知的

トレーニングの中に速さを考慮した方法を取り入れてい

かなければならない。

3)認知的トレーニングに使用する映像について

認知的トレーニングでは映像の作成が重要な役割を果

たしており、研究やトレーニングで使用する「決定的場

面」や「問題場面」を作成するときの映像の編集におい

ては時間と労力を費やしている。しかし、映像作成はそ

れぞれの研究で作成した状況の説明等はなされているが、

トレーニング効果を踏まえた映像作製の明確な基準が定

められていない。これについては対象となる競技の特徴

が優先されることもあると考えられるが、「決定的場面」

や「問題場面Jについても整理し、視覚的に必要な情報

を明確化させる必要がある。ボールゲームに限定すれば

外的状況に必要な情報や一連の攻撃や防御に関する情報

など、課題となる場面で必要な条件がいくつか挙げられ

るo さらに最近では DVDや HDレコーダ一、 PCを利

用した映像編集などが容易になり、編集作業の労力は減

少したように思われる。したがって、課題となる場面の

映像について、どの競技種目でも対応できるような基準

を作成するべきではないかと考えられる。

まとめ

ポールゲームのような刻々とゲーム状況が変化する競

技では、その状況を的確に把握し、最適な判断を行うこ

とが最高のパフォーマンスを導き出すことになるo その

状況判断能力を向上させるためには、理論に基づいたト

レーニングを開発し、実践することが望ましい。このト

レーニングをスポーツ心理学の研究領域では、状況判断

能力を向上させることを目的とした認知的トレーニング

として、研究を行っている。特に、身体的な負荷を与え

ない実験室的状況では、プレーを言語化することやコー

チやチームリーダーを中心に話し合いをすることで、プ

レーの選択が正しくでき、プレーの選択肢を増やし、複

数のプレーヤ一間で共通したプレーを選択できるように

なることが報告されている。しかし、ゲーム中の状況判

断を測定することは難しいとされ、実際のフィールドで

明確なトレーニングの効果を示すことが困難であるo そ

のことから研究課題については、①パフォーマンスへの

影響を明確にするための方法を提示し、実証すること、

②実際の競技場面では正確で速い判断力が求められるこ

とから、判断力の質に焦点を当てること、③認知的トレー

ニングで使用する映像の作成の基準を提示することがあ

げられる。これらの課題に焦点を当てた研究を進めてい

くことで、認知的トレーニングの効果をさらに明確にし、

様々なスポーツの現場で導入されることに貢献できるの

ではないかと思われるo
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Critical Point of Young Children's Motor Ability Assessed by 

Fundamental Motor Performance and Anthropometrical 

Measures Using a Logistic Function 

Osamu AOYAGI 

(Faculty of Sports and Health Science， Fukuoka University) 

Abstract 

A questionnaire survey was sent to parents of 757 children to elucidate whether their children were successful in per-

fonning 156 motor tasks using an observation method. Answers included “success，"“no opinion，"“failure，" or“uncle訂."

The achievement ratio was computed with only “success" and “failure" responses. Simultaneously， standing height， body 

weight，25・mrun， standing broad jump， tennis ball throw， and calendar age were measured and a logistic function using these 

six items as independent variables was obtained. Using a logistic curve， discrimination of the six items and correlation of the 

six items among Critical Points were examined. The results were as follows: 1) In general， standing height and body weight 

did not 6t the logistic curve. In boys， more items in the 25・mrun， standing broad jump， and tennis ball throw fitted than in 

calendar age， indicating a remarkably better fit with items in the 25・mrun. In girls， fitting of standing broad jump was much 

better than出e25・mrun. 2) Boys' discrimination in the 25-m run was higher than calendar age. Similarly girls' discrimina-

tions in the 25・mrun， standing broad jump， and tennis bal1 throw were higher than in calendar age. 3) There were high 

correlations coe伍cientsof Critical Points between boys and girls. Among them， the highest correlation coe伍cientbetween 

them was in the 25・mrun. Therefore， if we choose only one item， it wou1d be advisable to use the 25・mrun as a means of 

eva1uating motor ability common to boys and girls. 

Key words: Motor age， physiological age， developmental age 

Introduction 

Measuring young children's motor ability with the 

same accuracy as adults is di伍cult，as young children are 

not motivated to p訂ticipatein measurements or cannot 

concentrate during the periods required to take these 

measurements (Ebashi， 1972; Murase， 2005). Thus， a 

pass-or-fail test (Kano and Yoshikawa， 1953a， 1953b; 

Murase et a1.， 1990) or an observation of daily living 

(Takada et a1.， 1977; Tsumori and Inage， 1961; Tsumori 

and Isobe， 1965) is regarded as more e除 ctivefor measur-

ing motor abi1ity in young children. Both methods assess 

the child's ability to pass or fail the completion of a motor 

task. In addition， a developmental trend is expressed by a 

change in achievement ratios with calendar age. Calendar 

age出atcorresponds to a 50% achievement ratio is cal1ed 

“motor age" (McCaski1l and Wellman， 1938; Wel1man， 

1937). By dividing samples into small age groups， motor 

age is derived by interpolating a 50% achievement ratio 

into a line or a curve. However，百 itis calcu1ated with a 

line， the estimated achievement ratio wi1l go beyond 100% 

in the near future when almost all children pass the motor 

task; thus， this method is less useful. A useful measure-

ment must inc1ude a growth function that leads to 100% 

achievement at the final stage. In this study， we estimate 

and describe the change of achievement ratios using a 10-

gistic curve， which approximates a cumulative nonnal 

curve having a 0% achievement ratio at the first stage and 

a 100% achievement ratio at the final stage. 

There are many cases in which an index other出m

Faculty 01 StorおandHealth Science， Fukuoka Universilか8・1仏1Nanakuma， ]onan-ku， Fukuoka 814・0180，]atan
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calendar age can be used t'O estimate gr'Owth and devel'OP-

ment m'Ore accurately. F'Or example， b'One， teeth， and 

anthr'OP'Ometric age indicate devel'Opmental stage c'Onsider-

ing bi'OI'Ogical maturati'On仕'Omthe standp'Oint 'Of physi'OI'Ogy. 

These indices are called “physi'OI'Ogical age" 'Or“devel'OP-

mental age." We can als'O measure “stature age" using 

standing height and “s'Omat'Otype age" using b'Ody proP'Or-

ti'Ons (Takaishi et a1.， 1981). Other examples 'Of measure-

ments include menarche， which genera11y appears 2 years 

a仕erpeak height vel'Ocity (PHV) in girls (Matsuura， 1975， 

p.96)， and muscular strength， which rapidly improves when 

b'Oys reach a height 'Of ar'Ound 155 cm (Ishii et a1.， 1975). 

These values， which display a rapid and sharp change， are 

cal1ed “critical P'Oint" (M'Orishita， 1965， 1966， 1969) . 

M'Orishita (1965) l'O'Oked at the relati'Onship between the 

critical P'Oint 'Of standing height and menarche. The clearer 

the critical P'Oint， the m'Ore likely白atthese changes wi11 

appe訂 atthe same time. Thus， finding a critical P'Oint is 

useful t'O estimate the appearance 'Of gr'Owth and devel'OP-

ment， and is meaningful f'Or physical educat'Ors. Am'Ong 

vari'OUS gr'Owth curves， we use a l'Ogistic curve， which is 

P'OPular as a gr'Owth curve and仕equentlyused in physical 

educati'On (A'Oyagi， 2005， 2006; Matsuura， 2002). The de-

gree t'O which any rapid and sharp changes 'Occur is identi-

fied by the inflecti'On parameter in the l'Ogistic curve. 

The purp'Ose 'Of this study was t'O estimate the critical 

P'Oint in anthr'OP'Ometric measurements and m'Ot'Or perf'Orm-

ance tests， which are c'Onsidered an'Other indicati'On 'Of ma-

turity 'Other than calendar age. In additi'On， we used a 

l'Ogistic cα印urve/庁f釦un恥l陀cti'Onthat ap卯prox泊lIDa抗tesa cumulative n'Or-

mal curve， and estimated and clarified the change in 

achievement rati'Os. 

Methods 

Sample， questionnaire， and variables measured 

A t'Otal 'Of 757 y'Oung children aged 3 t'O 6 years in f'Our 

kindergartens in F prefecture and their parents participated 

in this study. A questi'Onnaire was sent t'O the childrens' 

parents asking whether the children were successful in 

perf'Orming vari'Ous m'Ot'Or tasks based 'On their daily 'Obser-

vati'On. ResP'Onses 'On the questi'Onnaire included “pass，" 

“unclear，"“fail，" and“n'O 'Opini'On." Only “pass" and“白il"

were included in the data analysis (i.e.， a11 'Other reSP'Onses 

were 'Omitted). The questi'Onnaire included 156 items such 

as“Can y'OU skip?"，“Can y'OU catch a thr'Own tennis ball?"， 

and 

fundamental m'Ot'Or ability including running， jumping， and 

thr'Owing. The 'Original 156 items 'On the questi'Onnaire are 

n'Ot listed due t'O space limitati'Ons. 

Maturati'On indexes白athave been sh'Own t'O c'Orrelate 

with 'Observed items include 1) standing height and 2) b'Ody 

weight as anthroP'Ometric measures and 3) 25・m run， 4) 

standing br'Oad jump， and 5) tennis ball throw as a measure 

'Of fundamental m'Ot'Or ability. These latter three items can 

be measured easily and are a familiar measure 'Of m'Ot'Or 

ability in y'Oung children in Japan (Glass'Ow and Kruss， 

1960; Jenkins， 1930; Katsube， 1971; Kiryu et a1.， 1971; 

Lab'Orat'Ory 'Of Physical Educati'On Psych'OI'Ogy， T'Oky'O 

University 'Of Educati'On， 1974; Matsuda， 1961; Ohta and 

Suzuki， 1975). 

These measurements and questi'Onnaire surveys t'O'Ok 

place仕'Om 1998 t'O 2004， including a 2・yearsinterrupti'On 

仕om2000 t'O 2001. 

A logistic function (lshizuka， 1984) 

A logistic function has仕equentlybeen used t'O explain 

an increase in populati'On 'Or hyperplasia 'Of cel1s by divisi'On 

(Matsuura， 1975， pp.192-194). The functi'On has tW'O pa・

rameters， 'a' and 'b'， and diverges m'Onot'Onically int'O a cer-

tain value， f'Or example， a 100% achievement rati'O. We 

used the f'Ol1'Owing f'Ormula as the logistic functi'On estimat-

ing m'Ot'Or achievement rati'O 'P'仕'Om each measurement 

D. 

P = [l+exp{ー1.7a(D-b)} ]← 

where ‘e ' stands for a standardized measurement such as 

standing height or 25・mrun and 1.7 f'Or a unit scaling fact'Or 

approximating a l'Ogistic functi'On int'O a cumulative n'Ormal 

functi'On. 

Figure 1 sh'OWS the l'Ogistic curve. The parameterも

shown in Figure 1 i均sthe value in abscissa (measurement) 

a抗twhich the pr'Obability 'Of achievement rati'O i恒s50%. If the 

value is calendar age， it c'OrresP'Onds t'O m'Otor age. In this 

study， we cal1 parameter ‘b' the “critical P'Oint." Parameter 

・a'is tangent at the P'Oint where ‘D' equals 'b' and ex-

presses the degree t'O which the l'Ogistic curve inflates. 

The steeper parameter瓦， the m'Ore discriminating the 1'0-

gistic cUrve， because the achievement rati'O rapidly inflates 

at the critical P'Oint. Theref'Ore， the value represents the 

P'Ower 'Of discriminati'On at the critical P'Oint. In this study， 

the value is called “discrimination" f'Oll'Owing the item re-

sP'Onse theory (Ikeda， 1994). Again， each measurement 
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o is standardized with an average and a standard deviation 

rather than a raw score. Discrimination ‘a' and critical 

point ‘b' are obtained by the minimum logit x:! method. 

Probability 
100% 

50% 

: b Ccritical point) 

。
Fig.l Logistic function and critical point and 

discrimination 

The minimum logit X
2 
method (Aoyagi， 2006; Ikeda， 1994) 

For convenience， let‘a'and‘b' in a logistic function be 

A = 1.7a and B =・1.7ab.Next， in dividing the range of 

， 0 ' into m intervals， let the standardized measurement be 

‘Ok " the estimated achievement ratio from a logistic func-

tion be Pk， the number of samples inc1uded at the interval 

be fk， Q¥ = 1-P¥， lk = ln(P・k/Q'k) and Wk = P'k Q'k at 

a given interval k， sοthat 

A'= L: fk Wk L: fk WklkOk -L: fk WkOk L: fk Wklk 
L: fk Wk L: fk WkO~ー C L: fk WkDk)2 

B'= L: f川O~L: fk Wklk一戸川DkL: f小IkOlL
L: fk Wk L: fk WkO~- CL: fk WkOk)“ 

where ‘工， stands for the summation over k intervals and 

“‘" for estimated value. 

Finally， p訂 ameters‘a'and ‘b' are computed as a 

Aソ1.7and b =・B'/1.7ausing A' and B¥The test of fitting 

of a logistic function to data is conducted using the follow-

ing ‘ x~ ， with a chi-square distribution with (m・2)degree 

of仕eedom.

Xc~ = L: f川山¥， 

where vk = (Pk -Pk')/(P¥Q¥). 

Results 

Fitting of the logistic function 

Fitting of the logistic function to data was investigated 

by gender. In thisαse， no significance in the X2 test indi-

cates a good fit. As a result， although we cannot show de-

tails due to space limitations， some items on the maturation 

11 

index did not show a good fit. These findings are explained 

by the fact that the achievement ratios did not increase 

monotonically， and that because derived achievement ratios 

had only limited data near 100%， the critical point and dis-

crimination parameters were not inc1uded in the range. 

Thus， the accuracy of these parameters became insu伍・

cient， resulting in unrealistic values. Critical values of an 

observation item that fit into at least one maturation index 

and that had a discrimination value of 0.6 or higher are 

shown in Appendix 1 and 2 by gender. The number of 

items that fit the logistic function is shown in Figure 2. 

Number Number 
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Standing height 25-m run T ennis ball throw 
Calender age Body weight Standing broad jump 

Fig.2 The number of fitted items 

There was a significant di百'erencebetween the number of 

items that fit the logistic function (x! = 15必 5，df = 5， 

p<O.OI) and expectation. Calendar age had relatively 

many items that fit the logistic function (53 items in boys 

and 65 items in girls). Standing height and body weight 

had relatively few items that fit (48 items in standing 

height and 49 items in body weight for boys， and 51 items 

in standing height and 48 items in body weight for girls). 

Fundamental motor ability had more items that fit the 10-

gistic function than calendar age， inc1uding 78 items in 25・

m run， 60 items in the standing broad jump， and 67 items 

in tennis ball throw for boys. The number of items in the 

25・mrun showed a particularly remarkable fit (adjusted 

standardized residual = 3.449， pく0.01).In girls， the stand-

ing broad jump had the best fit (86 items; adjusted stan-

dardized residual = 2.337， p<O.05). A total of 44 items fit 

in the 25・mrun and 65 items fit in the tennis ball throw. 

Discrimination 

The greater the p訂 ameter‘a'in a logistic curve， the 

steeper the curve， and the success or failure of the ob-

served item is remarkably grouped around the critical 
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point. We can thus regard discrimination as a kind of accu-

racy of the estimation. In addition， as discriminations are 

standardized，出eycan be compared with each other irre-

spective of the units for different items. Obtained discrimi-

nations are shown in Appendix 3 and 4 by gender. Only 

discriminations of 0.6 or higher are listed because of space 

limitations. Figure 3 shows the averages of the discrimina-

tions by gender. 

Avcrago 

Standing height 25m run Tcnnis ball throw 
Calondcr ago Body wcight Standing broad jump 

Fig.3 Averages of discrimination 

Avcrago 

0.759 

0.607 

0.455 

0.304 

0.152 

0.0∞ 

Multiple comparisons (Bonferroni's method) were per-

formed between averages of discriminations by gender. 

Results are shown in Tables 1 (boys) and 2 (girls). The 

discrimination value of 25・mrun in boys had the highest 

value， indicating a significant difference (p<O.01) between 

the 25・mrun and a11 other items. In girls， the 25・mrun 

(discrimination 0.689)， standing broad jump (0.689)， 

and tennis ba11 throw (0.636) were significant1y greater 

(pく0.05)白anstanding height (0.479) and body weight 

(0.478)， indicating白atdiscriminations of performance 

tests were greater than anthropometric measures. 

Calendar age represented a medium value among boys 

(0.607) and girls (0.571). 

Similarity of critical points among maturation indexes 

If the maturation index is changed， the order of items 

that can be performed， namely，出edegree of di伍culty，will 

change. The correlation coe伍cientsof critical points be-

tween maturation indices by gender were computed and 

are shown in Table 3. The correlation coefficients of matu-

ration indexes within the same gender was high (0.9)， but 

ones between genders were low (Iess than 0.8). In short， 

we found a clear gender difference in the success or failure 

of observed motor tasks. 

High correlation coe百icientsof 0.8 or greater were 

found between the 25・m run in boys and calendar age 

(0.810)， and the 25・mrun (0.865)， standing broad jump 

(0.805)， and tennis ba11 throw (0.812) in girls. In addition， 

there was high correlation coe伍cientbetween the 25・m

run in girls and tennis ba11 throw in boys (0.814). In other 

words， the 25・mrun had a relative high similarity between 

boys and girls in terms of order of achievement of the ob-

served items (i.e.， di伍culty). 

Table 1. Multiple comparison of the averages of discrimination among 
items (boys) 

Calender Standing Bo d y h 25-m Standing 
t-value age height weight run broad 

Jump 

Standing height 3.072' 
Body weight 0.392-2.633 2 
25-m run -4.149・・ tt -7.36 ・・ -4. 4786 ・・
Stand ing b b r oa d j ump 0.335 -2.835 -0.07 4.668・・
Tennis bal I throw 0.053 -3. 186 -0.362 4.492" -0.301 

t-value corresponding to P=.Ol by Bonferroni method is 3.433. 
H 字率:P<. 01 

Table 2. Multiple comparison of the averages of discrimination among 
items (girls) 

Calender Standing Body h 25-m Standing 
t-value age height weight run broad 

Jump 

s B t a n d in E i he i Eh t 
ody weight 

22 .153 
. 139 0.022 

s 25-m r un -2.646 -4.467"-45.422 5.. 
tand ing b b r oad j ump -3.143 -5.201" ー.126" 0.000 

Tennis bal I throw -1. 622 -3.674" ー3.634" 1. 188 1. 411 

't-va l u〈e c orre spon d ing to P=.01by B onferronimeth od i s 3.433. 
tI *本:P<. 01 
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Boys 

Table 3. Correlation matrix of critical points among measures and calender age 

Girls 
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Discussion 

Several reports have indicated出atcertain anthropo-

metric measures are good estimators of sexual maturation 

and motor ability. For instance， a relationship between 

menarche and peak height velocity in gir1s and between 

standing height and muscular strength in boys has been 

noted (Ishii et a1.， 1975; Matsuura， 1975， pp.l09・113).

However， in this study， anthropometric measures were not 

considered good estimators for motor ability because of a 

bad fit to a logistic function and low discrimination. 

Katsube (1971) investigated the influence of body size and 

calendar age on motor ability and found a remarkable influ-

ence of calendar age on motor ability. He also reported that 

this finding occurred due to the increased lifespan and 

motor experience 出at occurs with advancing age. 

Although genera11y more importance is placed on growth 

conditions， such as height or weight， when we evaluate 

growth and development of children， it is possible that the 

co町民pondenceof motor ability to growth may not be suf-

ficient. 

Although performance tests themselves measure 

motor ability as a matter of course， performance tests such 

as the 25・mrun and standing broad jump， which are meas-

ures of simple motor patterns such as running or jumping， 

could explain the success or failure of the observed items 

rather than calendar age. The ability to“just run straight 

forward" and “just jump forward for distance" were shown 

to be the base of success of more complicated motor tasks 

such as riding a bicyc1e or skipping. 

Maturation index with high discrimination 

General1y it is said that discrimination ranges from 0.3 

to 2.0 (Shiba， 1991). Thus， the value obtained in this study 

was relatively low. However， because we used a daily-

living observation method， in which parents determined 

where and when their children could perform the motor 

tasks， it is possible that parents did not observe situations 

in which their children performed behaviors the same or 

similar to the motor task used in this study， or parents' 

overestimation of or high expectations regarding their 

children's abilities may have unconsciously influenced their 

answers on the questionnaire. Unlike an experiment that 

occurs under strictly control1ed conditions， the observation 

method used in this study may not al10w for sufficient reli-

ability and objectivity. This may explain why sufficient dis-

crimination was not obtained. 

The 25・mrun in boys and the standing broad jump in 

girls were the most valuable indices for estimating the suc-

cess or failure of other items in terms of fitting and dis-

crimination. Katsube (1971， 1972) and Miyaji et a1. (1970， 

1971) reported that as a result of adult's intervention and 

cultural acceptance resulting仕omgender differences， boys 

prefer active play in a wide space but gir1s prefer playing to・

gether in narrow spaces. This difference in motor experi-

ence results in a di百erenceof performance in the observed 

items. In short， boys prefer active play (running) but gir1s 

prefer non-locomotive play. For example， although boys 

and girls both play with bal1s， in many cases， boys fre-

quent1y throw or kick the bal1 whereas girls bounce the bal1 

(Miyashita， 1980). Due to these differences in motor ex-

perience by gender， it was considered that running was 

common to boys' motor experience and jumping without 10-

comotion was common to gir1s' motor experience， and that 

this fact resulted in a good indicator of comprehensive 

motor ability irrespective of motor experience within the 

same gender. 
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Maturation indices common to boys and girls 

We found higher correlation coefficients of critical 

points of the observed items in calendar age， 

anthropometric measures， and performance tests among 

maturation indexes than between genders， indicating that 

even though any maturation index could be used， we could 

not construct a critical points scale common to boys and 

girls. However， because we found a high similarity of the 

25・mrun between boys and girls， if we needed to select a 

single index as common maturation/developmental crite-

rion between boys and girls， we would use the 25・mrun. 

Because it is not easy to perform tests of motor abilities for 

children in kindergarten， using the single measure of the 

25・mrun may be the most practical way to measure the de-

velopment of motor ability in children. 
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Appendix 1 Critical points (boys) 

Calender Standing Body 
Standing 

Tennis 
no. Questionnaire items height weight 

25-m run broad 
ball throw age jump 

Can your child tie his/her shoestrings? 6.55 118.32 22.87 8.47 11.41 

8 Can your child spin a top? 5.40 6.61 

9 Can your child tie a wrapping cloth (Furoshiki in Jap_arre_se) simpJy? 5.54 6.78 6.55 

10 
Can your sceh)i? ld tie a wrapping cloth (Furushiki in Japanese)with a rosette {Harmmust』bi
in Japane 

6.93 

11 Can your child write a[J hiragana without a copvbook? 6.13 7.57 

14 Can your child swim 2 m by him/herself? 6.84 119.51 22.68 8.05 118.31 12.74 

15 Can your child伺oatin water? 7.70 111.69 

17 Can your child swinA on a swinA activelv? 3.84 5.02 40.80 

20 Can your child stand on one foot for abo此 10seconds? 9.93 4.61 

21 Cjln YQI.!，"--child do a simple relay? 4.61 0.48 

25 Can your child-'lValk on a balance beam 50 CJ!1 high? 11.81 4.47 30.76 

27 Can your child walk for 1 m while staying inside a 10 cm~ide line? 12.29 49.87 1.54 

36 Can笠ourchild skip? 14.02 57.78 

37 Can your child gallop? 4.96 

38 Can your child run up the stairs? 91.59 11.98 4.37 

41 Can your child stOD skillfully after walkinlit? 25.62 
42 Can your child stop skillfully afterrunning? 7.24 99.57 7.94 I 

43 Can your child skip for some minutes? 5.30 6.61 78.91 5.77 
45 Can your child IumD over a 20 cm-hilith obstacle? 10.23 
47 Çan~~ur childjYffilLctown_from a 30 cm-high~tage? 10.75 
49 Can your child repeatedly jumD over a sWinAing rope? 5.65 6.91 92.60 
51 Can your childjy!mLdown from a~竺highst~ 29.77 
52 Csn your_childjympIJ)! more times with b_othJeet? 5.14 
53 Can your childjump 5 or more times with one foot? 5.74 
56 Can your child vault a relatively low obstacle? 4.70 5.87 
57 Can your child vault a 50 cm to 60 ~m high horse? 5.95 111.40 19.14 7.21 98.88 
58 Can your child swing over to the opposite side usinA a rope like Tarzan? 5.51 6.82 89.61 6.74 
59 Can your child jump over a swinlit hanAinA on two chains? 5.33 6.65 81.50 
60 ~Jl your child ;ump down from a_s~ng swing空 5.01 74.45 4.77 
64 Can your child throw a mid-sized ball over-handed? 4.99 
65 Can your child throw a mid-sized ball under-handed? 12.35 5.11 
67 Qan your child hit a 3 m-distance target with_a~ßnnis ball? 6.76 6.67 
68 Can your child h比amovinlit object with a ball? 8.25 138.52 12.40 
70 Can your child throw a heavv stone? 12.24 5.40 
72 ~an your child catch a big vinyl ball w肋 his/恒Lpalm? 4.94 6.17 70.19 
73 Can your child catch a reboundinA ball after droPDinJ1:比? 5.25 0.80 
75 Can your child use overhand and underhand catchinlit as the occasion demands? 6.66 117.47 7.81 11.32 
76 Can your child catch a fallinJz beanbalit a代er比hasb_~en thrown up型'ard? 5.36 105.23 6.66 82.21 6.23 
78 Can笠型urchild catch a tennisball thrown b~ Qthers? 7.18 8.15 
80 Can your child play catch? 105.72 16.96 6.43 6.04 
81 Can your child climb small bars? 95.83 13.67 4.98 43.61 2.21 
82 Can your c1lildAove hand over hand on monkey bars? 5.49 6.79 
83 Can your child climb a standinA bar? 16.68 6.36 81.14 5.84 
84 Can your child haOlt on a low horizontal bar for 1 minute? 9.66 
85 Can笠空!JLchildclimban o_bject 1 m high? 9.90 
86 Can your child climb to the tOD of a junlitle町 m? 0.51 
89 Canyour child do chinning with one leg hooked over the horizontal bar? 8.07 
90 Can笠旦Jrchild do forwaIclYPward circling on a horizontal bar? 9.10 
91 Can your child play tag on a junlitle町 m? 6.26 77.24 5.36 
100 Can your child go upstairs at the train station without any rest? 91.50 10.10 4.84 
101 Can笠旦些 child~_down stairs at the train station without any rest? 3.85 93.35 12.02 5.49 48.77 
103 Canyour child play badminton? 6.89 8.14 126.00 
106 Can your child play battledore and shuttlecock? 8.58 
107 Can your childjymp up and h比anobject hanging from a high place? 4.66 
108 Canyour child repeatedly hit a shuttlecock or tennis ball uDward? 9.18 
109 Can your child play tennis? 8.98 
110 Can笠空旦rchild~unce a ~J'-5 or more times? 6.06 112.22 7.28 103.11 8.34 
111 Can your child bounce a ball some decade times? 9.20 
113 Can your child bounce a balloon 3 Q[ more time~ without dropping it? 4.60 1.45 
117 Cany旦urchild olay simple soccer守 7.17 
118 Can your child play hopscotch? 5.69 6.92 92.32 
120 Can your child 20 throu耳ha rollingh旦oo? 18.83 7.12 
133 Can your child walk while_balancingJlJ)~ook on top of his/her head? 7.07 
137 Can your child_walk using two hands and two feet with hands lU8spinA ankles? 5.32 
139 Can YOUr child walk usinll two hands and two feet while keeDin2 a Dillow on his/her 5.72 
140 Can YOUr child circle forward on the horizontal bar? 5.33 105.64 16.81 6.67 83.15 
146 Can your child change directions frQm front t~~a_ck by jumping? 5.32 
150 Canyour childjostle one another on a balance beam? 10.63 

152 
Can your child keep a ball against his/her body and roll it from his/her feet to his/her 

5.77 7.14 96.09 7.96 
head? 

153 Can笠ourchild roll a ball and then nmP~~th~ ball and ，，-atch it? 5.58 54.90 
154 Can your child roll a ball around his/her lelits while sitting with lelits stretched? 5.52 6.92 

155 
Can your child roll a ball from his/her back to his/her chest by rolling the baU under 

6.32 7.60 
1he arms while sitting? 

156 ~an your child roll a b_aU kom tiptoe to the too of the head while laying down? 6.33 7.60 114.66 10.07 
Note: Because of soace limitations. only items行ttinginto at least one maturation index and with a discrimination greater than 0.6 are shown. 
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Appendix 2 Critical points (girls) 

Calender Standing Body 
Standing 

Tennis no. Questionnaire items 25-m run broad age height weight 
Jump 

ball throw 

11Can your child tie his/her shoestrinlls? 5.64 6.79 85.02 

omrcnl凶05neE hcilso/thhe(r Fpuaro1msh s altematively with arms stretched forward? 32.90 
91Can your child tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) simply? 94.09 
101~a~ your ch!~d tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) with a rosette (Hanamusubi 

in Japanese)? 6.08 7.34 

111Can your child write all hiragana without a copybook? 5.60 107.65 6.77 4.87 
141Can your child swim 2 m by him/herself? 6.52 117.20 22.25 7.63 115.07 7.49 
151Can your child伺oatin water? 6.06 19.34 7.27 98.51 6.66 
17ICan your child swinl[ on a swinll actively? 3.85 4.65 41.34 
20lCan Y9~L child stand on one foot for about 10 seconds? 4.74 
211Can your child do a simple relay? 34.52 
~ICan yOUL child marj:h with arms swinging? 30.01 
251Can your child walk on a balance beanL50 cm high? 10.23 4.47 28.33 
llLCan your child walk for 1 m while staying inside a 10 cm wide line? 36.93 
281Can your child chanlle direction while walkinlC? 30.53 
311Can your child walk raising upper legs_LlPward? 64.07 
~2lCan ~O~L child walk backward? 32.69 
341Can your child jump over a low obstacle while running7 28.57 
351Can your child run_without faJling? 33.37 
371Can your child galloD? 55.99 
381Can your child run UD the stairs? 3.98 4.66 49.00 0.86 
~ICan yOU!" child~1ll!llge direction skillfully while running? 25.52 
431Can your child skiD for some minutes? 3.84 47.79 
451Can Y9_UL childjump over a 20 cm-high obstacle? 40.14 
461Can your child jumD over a 30 cm-hillh obstacle? 4.40 
481Can your child iump on one foot? 31.32 
49 Can your child repeatedly jump over a swinging rope? 5.02 102.14 14.66 70.75 3.10 
511Can your childjump down from a 1 m-hillh stsl[e? 27.69 
~IÇ~n your child jU1!lP. 5 or more times. wj~h bOjh feet? 4.08 
531Can your childjump 5 or more times with one foot? 4.69 5.62 57.73 1.59 
571Can your child vault a 50 cm to 60 cm high horse? 6.49 107.07 
581Can笠空旦rchild swil'lg over to the opposite side u.Mng a rope like T arzal'l? 6.15 112.88 19.61 100.89 
591Can your childjump over a swing hanging on two chains? 6.88 5.11 
60lCan your child jump down from a swinginll swing? 4.12 
63ICan your child throw a small pillowa1..Ltarget? 2.37 
641Can your child throw a mid-sized ball over-handed? 10.51 
~IC_aB笠型ur child throw a mid-sized ball under-handed? 0.28 
671Can your child hit a 3 m-distance target with a tennis ball? 5.90 
681Can your child hit a moving object with a ball? 9.24 12.68 
731Can vour child catch a reboundinll ball after droDDinll it? 4.30 
MIC.Jm..Y旦Jrchild trap a.slowly rolling ball? 31.27 
751Can your child use overhand and underhand catching as the occasion demands? 7.95 
761Can vour child catch a fallinll beanball after it has been thrown uDward? 4.96 5.89 67.33 2.74 
781Can your child catch a tennis ball thrown by others? 6.36 
791Can your child catch a medium-sized ball thrown upward? 97.85 58.79 1.36 
~ICan your child climb a standing bar? 83.70 4.39 
861Can your child climb to the tOD of ajungle gym? 35.01 

891Can your child do chinning with one leg hooked over the horizontal bar? 6.32 

90 Can YOUL child do forward 哩~ard circltl'l& on....a horizontatbar? 6.75 8.17 
911Can your child Dlay tag on a jungle町 m? 73.05 3.25 

100 Can your child IlO upstairs at the train station without any rest? 3.81 4.79 41.09 

101 Can your child go down stairs at the train station without any rest? 4.48 50.44 

102 Can your child walk on a tilted ladder? 10.97 45.52 

103 Can vour child plav badminton? 6.25 114.73 7.65 106.33 6.65 

106 Can笠里旦rchild pl型笠battledoreand shuttlecock? 7.42 

107 Can your child jump up and 陥 an0凶ecthangingJrom a high plac~ 3.96 11.09 4.10 

108 Can vour child reDeatedlv h比ashuttlecock or tennis ball uDward? 7.36 12.21 

110 Can Y9~--" child bou[lce.Jl ball 5 or more times? 5.20 103.49 15.51 6.11 73.37 3.35 

111 Can your child bo.ullce a ball some.decade times1 8.87 

112 Can vour child use a bat to strike a ball thrown by an adult? 96.83 6.12 

113 Can your child.bounce a ballQ9n 3 or more times without drop.Ping比? 3.98 92.15 42.56 

115 Can vour child kick a rolling ball? 3.91 93.19 52.37 

116 C_a1!笠型rchild kick the big ball thrown toward the lower legs? 5.70 6.95 89.92 5.21 

118 Can YO~L child play hopsc.9tch? 106.41 80.88 

122 
Can your child go with two feet and two hands under a 30 cm high rope without 

54.89 
touchinll it? 

123 Can yQ.UL child go through a iungle gym_quic~1日 68.65 
129 Can your child carry a bucket with water守 33.36 
132 Can your child .C_81"1'Y three fokled.corrugated ca .... clToard_boxes? 5.83 
133 Can your child walk while balancinll a book on top of his/her head? 5.30 6.49 3.86 

135 Can vour child move auicklv from the Dosition of two hands and two feet on the floor? 4.41 33.90 

145 Can your child tum to the right by jumping7 4.04 38.02 
146 Can your child chanl[e directions from front to back by jumpinll? 4.31 94.42 5.25 48.62 
151 Can your child roll a ball to a tana:et? 48.19 

152 
Can your child keep a ball against his/her body and roll it from his/her feet to his/her 

6.91 
head? 

153 Can your childr.cill.Js ball and then ruJ'l..P.J!st the ball and cat.lID it? 53.38 

155 
Can your child roll a ball from his/her back to his/her chest by rolling the ball under 

7.86 
the arms while sittinrl? 

Note: Because of space limitations. only items fitting into at least one maturation index and with a discrimination greater than 0.6 are shown. 
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Appendix 3 Discriminations (boys) 

Calender Standing Body 
Standing 

Tennis 
I no. Questionnaire items height weight 

25-m run broad 
ball throw age 

IUπIロ

Can your child tie his/her shoestrings? 0.950 0.721 0.686 0.676 0.712 

8 Can your child spin a top? 0.630 0.684 

9 Can your child tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) simply? 0.634 0.793 0.661 

10 
Can your child tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) with a rosette (Hanamusubi 

0.737 
in Japanese)? 

11 Can your child write all hiragana without a copvbook? 0.981 0.958 

14 Can your child swim 2 m by him/herself? 0.731 0.647 0.714 0.984 1.008 0.615 

15 Can~Lçbild 何oat in water? 0.761 0.752 

17 Can your child swing on a swing a_ctively? 0.665 0.874 0.760 

20 Can your child stand on one foot for about 10 seconds? 0.965 1.240 

21 Can your child do a simple relay? 1.195 1.352 

25 Can your child walk on a balance beam 50 cm high? 0.915 0.701 0.651 

27 Can your child walk for 1 m while staying inside a 10 cm wide line? 0.656 0.667 0.625 

36 Can your child skip? 0.700 0.644 

37 Can your child lI:allop? 0.629 

38 Can your child run UP the stairs? 0.923 1.217 0.923 

41 Can your child stop skill仇Jllyafter walking? 0.689 

42 Can your "hild~()p skillfully after running? 0.972 0.636 0.758 

43 Can your child skip for some minutes? 0.668 1.094 0.670 0.731 

45 Can your child jump over a 20 cm-hiR:h obstacle? 1.086 
47 Can your child jump dowl'Uヤoma 30 cm-hiR:h staR:e? 1.457 
49 Can your child repeatedly jump over a swinging rope? 0.772 0.841 0.887 
51 Can your child jump down from a 1 m-hiR:h staR:e? 1.081 
52 Can your child~_5 or more times with both feet? 0.692 
53 Can your child jump 5 or more times with one foot? 0.659 
56 Can your child vault a relatively low obstacle? 0.676 0.732 
57 Can your child vault a 50 cm to 60 cm hilUl horse? 0.940 0.692 0.784 1.224 0.995 
58 Can your child swinR: over to the opposite side using a rope like Tarzan? 0.725 0.987 0.642 0.709 
59 Can your child jump over a swin6C hanginR: on two chains? 0.927 1.359 0.790 
60 Can your child Iump down from a swiOlrinll: swinR:? 0.800 0.980 0.889 
64 Can your child throw a mid-sized ball over-handed? 0.634 
65 Can your child throw a mid-sized ball under-handed? 0.760 0.736 
67 Can your cbildJ1比 a3 m-distance tanret with a tennis ball? 0.874 0.644 
68 Can your child hit a movinR: object with a ball? 1.103 0.605 0.655 
70 Can your child throw a heavv stone? 0.624 0.774 
72 Can your child catch a big vinyl ~all with his/her palm? 0.613 0.714 0.620 
73 Can your child catch a reboundinR: ball a代erdroppinR: it? 0.800 0.619 
75 Can your child use overhand and underhand catching as the occasion demands? 0.705 0.641 0.969 0.661 
76 Can vour child catch a falliOlz beanbaR: after it has been thrown upward? 0.824 0.608 0.901 0.617 0.690 
78 Can your child_catch a tennis ball thrown by others? 0.695 0.657 
80 Can your child play catch? 0.705 0.885 0.624 0.709 
81 Can vour child climb small bars? 0.653 0.897 0.670 0.617 0.722 
82 Can your child move hand over hand on monkey bars? 0.728 0.960 
83 Can your child climb a standing bar? 0.615 0.624 0.697 0.677 
84 Can your child hang on a low horizontal bar for 1 minute? 0.618 
85 Can your child climb an object 1 m high? 0.997 
86 Can your child climb to the top of a junR:le町 m? 0.753 
89 Can your child do chinninR: with one leR: hooked over the horizontal bar? 0.662 
90 Can your child do forward upward circlinR: on a horizontal bar? 0.614 
91 Can your cIDilclPlay tag o~ajungle 附m? 0.881 0.926 0.902 
100 Can your child go upstairs at the train station without any rest? 0.821 0.761 0.997 
101 Can your child R:O down stairs at the train station without anv rest? 0.611 0.638 0.722 1.095 0.798 
103 Can your child plav badminton? 0.646 0.931 0.711 
106 Can your child play battledore and shuttlecock? 0.632 
107 Can your child jump UP and h比anobject hanR:inR:命。ma hiR:h place? 0.727 
108 Can_your child~epeatedly hit a shuttlecock or tennis ball upward? 0.865 
109 Can your child play tennis? 0.953 
110 Can vour child bounce a ball 5 or more times? 0.731 0.669 1.070 0.753 0.850 
111 Can your child bounce a ball some decade times? 0.888 
113 Can your child bounce a balloon 3 or more times without droppinR: it? 0.614 0.808 
117 Can vour child plav simDle soccer? 0.707 
118 Can your child play hopscotch? 0.720 0.605 0.601 
120 Can your child go throuR:h a rollinl!: hoop? 0.633 0.746 
133 Can vour child walk while balancinll a book on top of his/her head? 0.821 
137 Can your child walk using two hands and two feet with hands ruasping ankles? 0.604 
139 Can your child walk using two hands and two feet while keepinR: a pillow on his/her 0.807 
140 Can~our child circle forward on the horizontal bar? 0.685 0.618 0.623 0.837 0.679 
146 Can your child change directions from台。ntto back bv jumping? 0.715 
150 Can your child jostle one another on a balance beam? 0.624 

152 
Can your child keep a ball against his/her body and roll比fromhis/her feet to his/her 

0.678 1.100 0.778 0.662 
head? 

153 Can your child悶 Ua ball and then run past the ball and catch it? 0.736 0.634 
154 Can your chilcLroll a ball aro_ulld his/her legs while sitting叩thleR:s stretched? 0.614 0.781 

155 
Can your child roll a ba!l from his/her back to his/her chest by rolling the ball under 

0.780 1.309 
the arms while sittinR:? 

156 Can vour child roll a ball from tiptoe to the top of the head while lavinR: down? 0.729 1.214 0.729 0.684 
Note: Because of space limitations. only items frtting into at least one maturation index and with a discrimination greater than 0.6 are shown. 
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Appendix 4 Discriminations (girls) 

Calender Standing Body 
Standing 

Tennis no. Ouestionnaire items 25m山 n broad 
age height weight 

IU町、。 ball throw 

llCan_}'型旦rchiLd~ie his/her shoestrings? 0.794 0.815 0.661 
71Can your child open or close his/her palms altematively with arms stretched forward? 1.143 
91Can your child tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) simpJy? 0.639 
101~a~ your ch!~d tie a wrapping cloth (Furoshiki in Japanese) with a rosette (Hanamusubi 

in Japanese)? 0.612 0.736 

lliCan}'空型rcbiliLwrite all hiragana without a copybook? 0.927 0.648 0.750 0.763 
141Can your child swim 2 m bv him/herseff? 0.888 0.718 0.615 1.339 0.777 1.153 
151Can your child float in water? 0.673 0.628 0.823 0.720 0.630 
171Can your chil~wing on a swing actively? 1.197 1.285 1.443 
2QLCan yOlJr clJild_$tand on one foot for about 10 seconds? 1.599 
211 Can }'our child do a simple rela}'? 1.170 
241Can }'our childmarch YLith arms swinging? 1.104 
251Can your child walk on a balance beam 50 cm high? 0.793 0.767 0.753 
27 Can_}'QI.!r_child walk for 1 m while staying inside a 10 cm wide line? 0.752 
28 Can your child change direction while walking? 0.772 
31 Can your child walk raising upper leg電型pward1 1.008 
32 Can your child walk backward? 1.529 
341Can vour child jump over a low obstacle while running? 0.660 
35 Can}'QMr ~hild run without falling? 0.853 
37 Can your child gallop? 0.720 
38 Can }'our child run up~e_stairs? 0.895 0.941 1.337 1.472 
40 Can your child change direction skillfully while running? 1.204 
43 Can your child skip for some minutes? 0.759 1.152 
45 Can your child iump over a 20 cm-high obstaclQ1 1.209 
46 Can your child jump over a 30 cm-high obstacle? 0.827 
48 Can your child jump on one foot? 1.284 
49 Can }'our child repea~ iump over uwi岨ngrope? 0.871 0.788 0.676 0.975 1.062 
51 Can your childjump <iQwn from a 1 m-bigh stage? 0.752 
52 Can your child jump 5 or more times with both feet? 0.665 
53 C~n vour ch~mP~ more times with on~JooXl 0.616 0.626 0.607 0.601 
57 Can vour child vault a 50 cm to 60 cm high horse? 0.717 0.912 
58 Can vour child swing over to the ODDosite side using a rODe like T arzan? 0.730 0.600 0.691 0.690 
59 Can your child jump over a swing hanging on two chains? 0.631 0.775 
60 Can your child jump down from a swinging swing? 0.730 
63 Can your child throw a small pillow at a tan型空 0.751 
64 Can your child throw a mid-sized ball over-handed? 0.682 
65 Can your child throw a mid-sized ball under-handed? 0.892 
67 Can vour child h比a3 m~istance tar~t with a tenn~ball1 0.611 
68 Can your child h比amoving object with a ball? 0.717 0.637 
73 Can your child catch a rebounding ball after dropping it? 0.836 
74 Can vour child traD a slowlv rollinR ball? 0.662 
75 Can your child use overhand and underhand catching as the occasion demands? 0.746 
76 Can your child catch a falling beanbag a代erit has been thrown upward? 0.722 0.715 0.792 0.845 
78 Can your child catch a tennis ball thrown b}' others? 0.860 
79 Can your child catch a medium-sized ball thrown upward? 0.606 0.738 0.727 

83 Can yQYr ~hild climbutanding bar1 0.729 0.683 
86 Can your child climb to the top of a jungle gym? 0.691 
89 Can vour child do chinning with one leg hooked over the horizontal bar? 0.702 
90 Can your child do forward upward circling on a horizontal bar? 0.707 0.903 
91 Can your child play tag on a jungle gym? 0.671 0.700 

100 Can your child go upstairs at the train_station withoul_any rest? 0.629 0.742 0.769 
101 Can vour child gO down stairs at the train station without any rest? 0.706 0.672 
102 Can vour child walk on a tilted ladder? 0.630 0.726 
103 Can vour child plav badminton? 0.921 0.678 0.869 0.947 1.254 
106 Can vour child plav battledore and shuttlecock? 0.769 

107 Can your child .wmp up andh比 ~n obje_ct hj!Jl&Lng from ~~lace1 0.800 0.843 0.614 

108 Can vour child reDeatedlv hit a shuttlecock or tennis ball upward? 0.668 0.612 

110 Can yo旦rchild bounce a ball 5 or more times? 0.926 0.786 0.778 0.814 1.024 0.939 

111 Can your child bounce a ball some decade times? 1.122 

112 Can vour child use a bat to strike a ball thrown by an adult? 0.647 0.813 
113 Can vour child bounce a balloon 3 or more times without droppimr it? 0.745 0.697 0.854 
115 Can }'our child kick a rolling ball? 0.656 0.692 1.051 
116 Can your child kick the_big ball throw~toward the lower legs? 0.608 0.701 0.664 0.723 
118 Can vour child plav hopscotch? 0.600 0.680 

122 
Can your child go with two feet and two hands under a 30 cm high rope without 

0.632 
touching it? 

123 Can your child gO through a jungle gym Quickly? 0.632 
129 Can vour child堅arrya bucket with water? 0.709 
132 Can your child carry three folded corrugated cardboard boxes? 0.619 
133 Can your child walk while balancing a book on top of his/her head? 0.676 0.743 0.631 I 
135 Can your child move Quickly from the position of two hands and two feet on the f1oor? 0.681 0.702 
145 Can vour child tum to the right bv iumpimz? 0.656 0.680 
146 Can your child change directions from front to back by jumping? 0.797 0.719 0.816 0.827 
151 Can your child roll a ball to a target? 0.666 

152 
Can your child keep a ball against his/her body and roll it from his/her feet to his/her 

0.605 
head? 

153 Can vour child roll a ball and then run past the ball and catch it? 0.766 

155 
Can your child roll a ball from his/her back to his/her chest by rolling the ball under 

0.640 
lhe arms while~itting? 

Note: Because of space limitations. only items f.tting into at least one maturation index and with a discrimination greater than 0.6 are shown. 
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ロジスティック関数を用いた形態・運動能力測定値による運動成就率の変移点の推定

青柳領

要約

発育発達の諸現象の発現には、暦年齢以外の成熟を示す指標の方がより精度の高い予測を可能にする場合が

ある。そこで、本研究は暦年齢以外の成熟を示すであろうと考えられる形態測定値や「簡便に測定でき、比較

的普及し、より単純な形で測定されるパフォーマンステスト」から運動課題の成就率の変移点を推定すること

を目的とした。幼稚園の園児757名の保護者を対象に、自分の園児の日常の行動観察から、 156項目の運動の可

否を調査し、「できるJrできないJのみに関してその成就率求めた。同時に、身長、体重、 25m走、立幅跳、

テニスボール投げの測定を行い、これらを説明変数とするロジスティック関数を求めた。そして、変移度が一

定値以上の項目を選択し、その変移点に対応する測定値を求め、その適合度や変移点などから次のような結論

を得た。

1 )全般的に、身長や体重を用いた場合の適合度は低く、男児では、暦年齢よりも、 25m走、立幅挑、ボール

投の方がより適合している項目が多く、特に、 25m走のあてはまりが大であった。女児では、立幅挑のあ

てはまりが著しく、 25m走へのあてはまりは低かった。

2 )男児では暦年齢よりも25m走の方が変移度は高く、女児でも暦年齢よりも、 25m走、立幅跳、ボール投

の方が高い変移度を示した。

3)変移点の同性内の関連は高かったが、その中でも異性問の25m走の関連は高く、男女共通の成熟や発達指

標として 1項目のみ選ぶならば25m走が適当であろうと考えられる。

(Received April1. 2008: accepted September 1. 2008) 
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小学校高学年期のサッカーにおける

ボールリフティングとインステップキックの関係の検討

内 田 俊: 明(佐賀大学大学院教育学研究科)

原 田 奈名子(佐賀大学文化教育学部)

The Analysis of the Relation between Lifting and Instep Kicking in 
Soccer during the Upper Class Years in Elementary School 

Toshiaki Uchida and Nanako Harada 

Abstract 

Number of li丘ingtimes and instep kicking distance， performed by 115boys (aged 10・12years) were measured. 

The association among number of lifting times， instep kicking distance， height， body weight and birth month were evalu-

ated. The association among number of li丘ingtimes， instep kicking distance， li丘ingmovement and instep movement were 

also evaluated in three separate height groups. Li仕ingmovement and instep movement were evaluated by checking two ball 

position and fourteen movements including knee bending， ankle flexing， torso leaning， etc. 

The results were as following: 

1) There is a meaningful correlation (r=0.472， p<O.Ol) between number of lifting times by instep kick and instep kicking 

distance. 

2) Height and body weight great1y influenced instep kicking distance. 

3) Height， body weight and birth month less influenced on number of lifting times. 

4) The player who is ready to hold “the ankle in palace" and “not turn the ball" at the time of lifting has a long instep kicking 

distance. 

Therefore， it can be said that instep kicking distance can be increased by learning to hold “the ankle in palace" and 

“not turn the ball" at the time of lifting. 

Key words: upper elementary periods， lifting and instep kicking in soccer， growth， movement checking 

1 .はじめに

日本サッカー協会は、 JFAUapan Football Association 

日本サッカー協会) 2005年宣言JFAの約束2015におい

て、 r2015年日本代表チームは、世界でトップ10のチー

ムとなるJと宣言し、また JFAの約束2050では、 r2050

年 FIFA(Federation Internationale de Football Associ-

ation 国際サッカ一連盟)ワールドカップを日本で開

催し、日本代表チームはその大会で優勝チームとなるJ

と宣言している。そしてこの目標を達成するために日本

サッカー協会は、 U・12年代の選手たちの育成が最重要

事項の一つであると考えている。その取り組みとして、
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U・12年代指導者のスペシャリストである「公認A級コー

チU・12Jの養成や、将来の日本代表を育てることを目

的としたトレセン活動の裾野を広げ、より多くの選手を

参加させるべく「ナショナルトレセン U・12Jの地域開

催をしている。

一般に、 10歳から12歳の時期は神経系の発達が著しい

といわれている。サッカーにおいても、日本サッカー協

会はこの時期を一生に一度だけ訪れる、あらゆる物事を

短時間で覚えることのできる「即座の習得Jを備えた時

期(ゴールデンエイジ/GoldenAge) と位置づけて、

生涯にわたる技術獲得の最適な時期としている。日本サッ

カー協会は、この時期に身に付ける技術として2007年U・

12指導指針技術項目の中で最上位に「リフテイングJを

挙げている。これは、 U・14、U-16の年代にはみられな

い項目である。また、日本サッカー協会1996年スキルテ

ストにおいても最上位に「ポールリフティングJの項目

があり、 2007年 OFAチャレンジゲーム めざせファン

タジタ!Jの中においても「リフトアップJrジャグリ

ング」としてポールリフティングの項目を挙げている。

小学校期におけるサッカーのクラブチーム等の指導に

おいて、ポールリフティングの練習はよく取り入れられ

ているo

それは、神経系の発達が著しい小学校期の選手達がポー

ルリフテイング練習を行うことの必要性を指導者が感じ

ているからだろう。加えて、小学生対象のポールリフテイ

ングコンテストも各地で行われているo

サッカーのボールリフティングに関する先行研究には、

後藤ら (2005) による中学生を対象とした研究や、菊池

ら(1999)による大学生対象の研究などがある。しかし、

日本サッカー協会がU・12の世代においてポールリフテイ

ングを重要な技術項目として挙げ、また少年サッカーの

指導者が注目しているにもかかわらず、小学生対象のボー

ルリフティングに関する研究は見当たらない。

ではポールリフテイングを行うことにより、どのよう

な技術が身に付くのであろうか。財団法人日本サッカー

協会2007年 U・12指導指針技術項目「リフテイング」の

項目の下には、筒条書きで「身体のバランスJrポール

をとらえるJの2つが示されている。しかし、これらが

練習することにより身に付く技術であるのか、リフテイ

ングに内包されているサッカーの技術であるのか等につ

いての記述はない。また、少年サッカーの指導書(土屋、

2007)においてボールリフティングを練習した際の効果

として、「トラップがやわらかくなるJrドリプルが上手

になるJrパスやシュートが正確になるJr反射神経がよ

くなる」などが述べられているが、笑証データは示され

ていない。

そこで、ポールリフテイングと他の技術との関係を検

討する必要があるとろうと考える。上記に示したように、

ポールリフティングをすることで身に付くと考えられる

サッカーの技術をみてみると、サッカーのゲームの中で

の動作の巧綴性は測定不可能なものである o しかし、

「ボールをとらえるJに示されているキック技術との関

係を調べることは可能であると考えるo さて、サッカー

における典型的なキック技術として麓 (2005)は、イン

ステップキックとインサイドキックを挙げている。また、

小学生対象のサッカーにおける研究ではインステップキッ

クに関して鬼頭ら(1993)、浅井ら(1985)の指摘もあ

る。インステップキックのポールリフティングは中学生

対象の研究(後藤、 2005)でも実施されている。これら

から、小学校高学年期における、ボールリフテイングと

インステップキックとの関係を研究する必要性を見いだ

した。

小学校則のインステップキックの特徴として発育発達

による個人差が挙げられる。榊原(1994)によれば、 6

--12歳の男子児童はキックのスイングスピードが経年的

に増加することによって、ボールスピードが増加したと

述べている。また三宅ら(1981)も同様の指摘をしてい

る。投能力においても、身長が高いほどパフォーマンス

が高く、身長・体重の増加とパフォーマンス向上との関

連が中高期よりも小学校期において強いことが報告され

ている(渡辺ら、 1998)0ポールリフテイング、インス

テップキックについても発育発達との関連を検討する必

要があろう o

そこで本研究は、小学校高学年期におけるポールリフ

テイングとインステップキックの関係について以下の視

点から検討することを目的とするo

1 .ポールリフテイング回数とインステップキック飛距

離の関係

2.身長、体重、誕生月とボールリフテイング回数およ

びインステップキック飛距離関係

3. 身長が類似している群での、ボールリフティング回

数とインステップキック飛距離の関係

4. ボールリフテイング動作の分析

5. インステップキック動作の分析

6. ポールリフテイング動作とインステップキック動作

の関係

n.研究方法

1 .対象及び調査・測定期間

調査対象は、 S県公式少年サッカー大会優勝チーム、

準優勝チーム、ベスト 16以上 2チーム、初戦敗退 1チー

ムの計5チームに在籍の男子選手 6年生59名 5年生56
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名の計115名である。調査日は2007年 7月181=1、211:1、

29日、 8月 1日、 4日であり、天候は11青れ、あるいは晴

れ一時曇りであった。測定日の最高気温は29-35度・湿

度は58-79%、風速は4.1-7.9m/sと、ほぽ同条件であっ

た。

2 .調査、測定方法

(1) ポールリフティング:利き足インステップキックの

みによるポールリフティング回数を測定す

る。後藤ら (2005)の研究成果を元に最高

回数を50回とする。

(2) インステップキック:利き足インステップキックに

よるポール飛距離を測定する。

(1)(2)ともに、試技は 3回行い、 3回の平均値を記録と

する。ボールは、 adidasチームガイストキッズ 4号球

(全日本少年サッカ一大会公式球)を使用し、搬影は、

デジタル DVカメラ (NV・G320，Panasonic社製)を使

用するo

(3) 身 長:電子デジタル身長官t.(STDK) を用い、iIlO

定するo

(4) 体重:自動体重計(筒士計器製造)をmい、 illO定

する。

(5) 誕生月:誕生月を調査し、 6年生の 4月生まれを

3.分析

r24J、 6年生の 5月生まれを r23J、 5年

生の 3月生まれを r1 Jとし、 24-1まで

の記録とする。

Microsoft Excel、SPSS11.5 J for Windowsをmいて

各項目の単純集計および以下の分析を行う D

(1) ボールリフティング回数、インステップキック飛距

離、身長、体重、誕生月の各相関分析を行う D

(2) 誕生月群別ボールリフテイング回数、インステップ

キック飛距離の平均値の t検定を行う D 誕生月群とは、

1年を 4ヶ月ごとに区切り以下の六つの群を設定して

分析を行う o

6年 4-7月群 (n= 25) 6年 8-11月群 (n= 16) 
6年12月-3月群 (n= 18) 
5年 4-7月群 (n= 25) 5年 8-11月群 (n= 16) 

5年12月-3月群 (n= 18) 
(3) 身長群別にボールリフティング回数、インステップ

キック飛距離、ボールリフティング動作、インステッ

プキック動作の各相関分析を行う o

動作分析には、 MotionDV STUDIO LE for DV 

(Panasonic社製)を使用する。

身長群別とは、対象者の身長の平均値143.25:t7.08 

(cm) をもとに、以下の三つの群を設定する。

低身長群(126cm-140cm) (n = 41) 

中身長群(141cm-146cm) (n = 40) 

高身長群(147cm-160cm) (n = 34) 

ポールリフティング動作評価項目については、後藤

(2005)や複数の少年サッカ一指導書itI )をもとに、下記

①-@のような、ボールリフテイング動作を多様な視点

で簡易に観察できる評価項目とボールに着目した簡易に

観察できる評価項目を作成し、評価するitz) 0 r 2 Jのほ

うが良いといわれている動作である。

①インパクト時胴体の前傾動作 ない 2=ある

⑤インパクト時蹴り足の膝 1 伸展 2=屈曲

。インパクト時軸足の膝

@インパクト時の足関節固定

@腕の位置移動

伸展 2 屈Ilk

1 ない 2 ある

1 ある 2=ない

@ボールの回転

@ポールの高さ

1 ある(2回転以上) 2 =ない

1 不安定 2 安定

なお、ボールリフティングの動作分析は、対象者のボー

ルリフテイング動作が安定している場面を選択し、上記

の評価項目で評価する。

インステップキック動作評価項目については、浅井ら

(1985)や萩原(1977)の先行研究や複数の少年サッカ一

指導書をもとに、下記①~①のような、インステップキッ

ク動作を多様な視点で簡易に観察できる評価項目を作成

し、評価する。 r2Jのほうが良いといわれている動作

であるo

①助走の位置 1 正面 2 斜め

③腕の利用(上半身を使えているか)1 =ない 2 ある

@踏込開始 1 足全体 2 腫

@踏込位置(ボールより) 1 =前 2 =後ろ 3 横

@インパクト時軸足の膝 1 伸展 2 屈曲

①インパクト時蹴足の膝 1 屈曲 2=伸展

@インパクト時上体 1 前傾、後傾 2 垂直

⑪フォロースルー時蹴り足と反対腕の交差

(捻って蹴れているか 1=ない 2 ある

①着地 1=軸移動なし 2=蹴り足着地

なお、動作評価は、日本サッカー協会が定める公認C

級コーチの資格を有し、少年サッカーの指導に携わって

いる 5名で行い、その平均を評価とする D

m.結果と考察

ポールリフティング回数およびインステップキック飛

距離の平均値は、以下の通りであった(表 1) 0 
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表 1 ポールリフティング回数とインステップキック

飛距離平均

ポールリフテイング回数

インステップキック飛距離

数値は meanj:SD

21.12:t 15.86 (回)

21.28:t 5.44 (m) 

表2 インステップキック飛距離と発育発達の相関

相関係 数 身長 体重

インステップキック飛距離 0.412料 0.365料

* 1 %水準で有意

1 .ポールリフティング回数とインステップキック

飛距離の関係

ポールリフテイング回数とインステップキック飛距離

の相関分析を行ったところ、有意な正の相関 (r=0.472， 

pく0.01)がみられた。インステップキックによるポー

ルリフティング回数と、インステップキック飛距離の問

に中程度の正の相関があると言える。

2.身長、体重、誕生月とポールリフティング回数

およびインステップキック飛距離の関係

インステップキックの飛距離と身長、体重の相関分析

を行った結果は、以下の通りであった(表 2) 0 

インステップキック飛距離と身長、体重の相関分析を

行ったところ、身長との聞に有意な正の相関 (r=0.412， 

pく0.01) がみられた。体重との聞にも弱い相関

(r= 0.365， pく0.01)がみられており、インステップキッ

クの飛距離は、身長、体重の影響を受けると言える。ポー

ルリフティング回数と身長、体重の相関分析を行った結

果、有意な相関はみられなかった。

インステップキック飛距離と誕生月(1 -24)の相関

分析を行ったところ、弱い正の相関 (r=0.288， pく0.01)

がみられた。またポールリフティング回数と誕生月の相

関分析を行ったところ、弱い正の相関 (r=0.225，

pく0.05)がみられた。そこで誕生月を 4ヶ月ごとに区

切り、 6つの群を設定して各群のインステップキック飛

距離およびボールリフテイング回数の平均値から分析を

行った。結果は図 1、2の通りであった。

誕生月群別のインステップキック飛距離の平均値にお

いて、 5年8-11月群のみ、 5年12-3月群を除くそれ

以外の他の群と比べて有意に低い結果となった。しかし、

5年8-11月群と 5年12-3月群の群聞や、他の隣り合っ

た群の聞に有意な差が見られなかった。このことから、

誕生月がインステップキック飛距離に与える影響はほと

んどないと考えられる。

誕生月群別のボールリフテイング回数の平均値におい
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て、 6年4-7月群のみ、他の群と比べて有意に高い結

果となった。また、 6年8-11月群に続く、隣り合った

各群の聞には有意な差が見られなかった。このことから

誕生月がボールリフティング回数に与える影響はほとん

どないと考えられる。

以上より、インステップキック飛距離は、身長や体重

の影響を受け、ポールリフテイング回数は身長、体重、

誕生月の影響をほとんど受けないと考えられる。

3.身長が類似している群での、ボールリフティン

グ回数とインステップキック飛距離の関係

インステップキック飛距離と身長の問に有意な正の閑

(r = 0.412， pく0.01)がみられたことから、身長群別に

ボールリフティング回数とインステップ飛距離の関係に

ついて相関分析を行った。その結果は、表3の通りであっ

た。各身長群ともボールリフテイング回数とインステッ

プキック飛距離の聞に有意な正の相関がみられ、低身長

群でより相関が強くなる結果となった。従って、低身長

になるほど、インステップキックによるボールリフティ

ング回数とインステップキック飛距離の関係が強まると
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言える。

4.ポールリフティング動作の分析

全体と各身長群別におけるボールリフティング回数と

ポールリフティング動作の相関分析を行った結果は、表

4の通りであった。これより、全体と各身長群ともにボー

ルリフテイング動作において、「インパクト時足関節を

固定」、「ポールが無回転」、「ポールの高さが安定Jをで

きている選手は、ボールリフテイングの回数が多いと言

えるo 低身長群においては、「腕の位置閤定」により身

体のバランスを保つことができている選手は、ボールリ

フティング回数が多いと言える。

表 3 身長群別リフティング回数とインステップ

キック飛臣離の相関

低身長群

中身長群

高身長群

r =0.627 *ホ

r =0.461 ** 

r =0.414 * 

** 1%水準で有意 * 5%水準で有意

n =41 

n =40 

n =34 

全体と各身長群におけるインステップキック飛距離と

ボールリフティング動作の相関分析を行った結果は、表

5の通りであった。これより、ボールリフテイング時に

「足関節の固定」、「ボールの無回転」ができている選手

は、インステップキックの飛距離が長いと言える。

ポールリフテイング動作聞の相関分析を行った結果は、

表 6の通りであった。これより、ボールリフテイング動

作の「インパクト時の足関節固定」、「ポールの無回転」

「ボールの高さの安定Jなどは互いに関係があると言え

るo 特にインパクト時に「足関節を固定Jすることは、

「ボールを無回転」でリフティングすることと深くつな

がっていると考えられる。

身長、体重、誕生月とポールリフテイング動作の相関

分析を行った結果、有意な相闘がみられなかった。そこ

で身長群別、誕生月群別に身長、体重、誕生月とボール

リフティング動作の相関分析を行った結果、有意な相関

はみられなかった。

表 4 ポールリフティング回数とボールリフティング動作の相関関係

リフティング回数 胴前 蹴足膝 軸足膝 足関節 腕 回転

全 体 (n=115) 0.255 0.296 0.097 0.547** 0.336 0.542寧$

低身長群 (n=41) 0.136 0.477** 0.027 0.613*事 0.412料 0.646** 

中身長群 (n=40) 0.361 0.042 0.183 0.453*申 0.286 0.424申申

高身長群 (n=34) 0.325 0.357 0.105 0.559寧寧 0.148 0.518** 

** 1%水準で有意

表 5 インステップキック飛距離とボールリフティング動作の相関関係

飛距離

全 体 (n=115) 

低身長群 (n=41) 

中身長群 (n=40) 

高身長群 (n=34) 

** 1%水準で有意

(全体)

胴前

蹴足膝

軸足j捺

足関節

腕

回転

紳 1%水準で有意

蹴足膝

0.273 

胴前 蹴足膝 報l足膝 足関節 !陥

0.121 0.260 0.015 0.415** 0.214 

0.101 0.506** 0.068 0.565ホ* 0.216 

0.413寧* 0.028 0.316 0.431 ** 0.292 

0.082 0.315 -0.196 0.421事事 0.353 

表 6 ポールリフティング動作間の相関分析

軸足膝 足関節 腕

0.211 

-0.182 

0.372 

0.322 

0.137 

0.222 

0.154 

0.210 

0.419牢*

回転

0.423** 

0.545申ホ

0.412** 

0.423牢寧

回転

0.290 

0.348 

0.071 

0.895** 

0.421申申

高さ

0.642** 

0.776ホ*

0.480** 

0.601 ** 

高さ

0.438** 

0.673** 

0.383 

0.298 

高さ

0.265 

0.379 

-0.4 

0.592料

0.479*事

0.588** 
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5.インステッフキック動作の分析

全体と各身長群におけるインステップキック飛距離と

インステップキック動作の相関分析を行った結果は、表

7の通りであった。これより、高身長群では「フォロー

スルー時の蹴り足と反対腕の交差」、いわゆる身体の捻

りを利用して蹴ることができる選手は、インステップキッ

クの飛距離が長いと考えられる。

全体と各身長群におけるボールリフティング回数とイ

ンステップキック動作の相関分析を行った結果は、表8

の通りであった。高身長群において、ボールリフティン

グ回数とインステップキック動作の「踏込位置Jの聞に

相闘がみられた、しかし、この相闘がどのようなことを

意味するのか、動作間の関係を読み解くことができない。

全体に、ボールリフテイング回数と関係があるインステッ

プキック動作はほとんどないと言えるo

インステップキック動作間の相関分析を行った結果は、

表 9の通りであった。これより、インステップキック動

作聞に有意な関係がある動作はほとんどないと言えよう。

身長、体重、誕生月とインステップキック動作の相関

分析を行った結果、有意な相関がみられなかった。そこ

で身長群別、誕生月群別にインステップキック動作の相

関分析を行った結果、有意な相関はみられなかった。

6 .ボールリフティング動作とインステップキック

動作の関係

全体と各身長群別にボールリフテイング動作とインス

テップキック動作の相関分析を行った結果は、表10の通

りであった。これより、ボールリフテイング動作とイン

ステップキック動作の聞には、ほとんど関係がないと言

える。

IV. まとめ

1 .ボールリフティングの回数とインステップキッ

ク飛距離の関係

・インステップキックによるボールリフテイング回数とイ

ンステップキック飛距離の聞に有意な相関関係がある。

助走 腕

表 7 インステップキック飛距離とインステップキック動作の相関関係

踏開始 踏位置 軸足膝 蹴足膝 上体飛距離

全体 (n=115) 

低身長 (n=41) 

中身長 (n=40) 

高身長 (n=34) 

-0.212 0.226 

-0.050 0.228 

-0.152 0.150 

-0.454** 0.272 

0.044 -0.014 

0.016 -0.041 

0.082 -0.112 

0.095 0.136 

0.006 

0.050 

-0.133 

0.045 

0.225 

0.136 

0.227 

0.303 

0.015 

-0.044 

-0.004 

0.098 

差
一
初
日

U

目

、

一

一

唱

i

唱

i

唱

i

a

4

3
一0
0

0

0

着地

0.083 

0.160 

0.304 

0.085 

料 1%水準で有意 * 5%水準で有意

表 8 ボールリフティング回数とインステップキック動作の相関分析

リフティング回数 助走 腕 踏開始踏位置 軸膝 蹴膝 上体 交差 着地

全体 (n=115) 一0.186 0.172 0.094 -0.061 0.036 0.143 -0.081 -0.005 0.023 

低身長群 (n=41) 一0.239 0.153 0.274 -0.351 0.125 0.102 -0.089 -0.129 -0.081 

中身長群 (n=40) 一0.208 0.111 -0.055 -0.298 0.101 0.099 -0.058 0.060 0.110 

高身長群 (n=34) 一 0.093 0.250 0.050 0.508料一0.228 0.252 -0.077 0.083 0.097 

料 1%水準で有意

腕

-0.110 

表 9 インステップキック動作聞の相関分析

踏開始 踏位置 軸足膝 蹴足膝 上体(全体)

助走

腕

踏開始

踏位置

軸足膝

蹴足膝

上体

交差

-0.150 

-0.090 

0.059 

0.050 

-0.130 

-0.07 

-0.04 

0.225 

-0.110 

0.201 

0.071 

0.010 

0.039 

0.163 

0.069 

-0.040 

0.1392 

0.089 

0.068 

-0.173 

交差

一0.070

0.152 

0.156 

-0.020 

-0.08 

-0.08 。

着地

-0.010 

0.096 

0.028 

-0.020 

0.155 

0.375 

-0.19 。
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表10 ポールリフテ ィング動作とイ ンステ γプキック動作聞の相関分析

全体 (n=1l5) }肘iiij リ臨tl.件 リ立IW

U)} 走 -0，052 0，092 0，082 

)恥 -0，039 0，032 0.191 

組1m始 0，052 0，201 -0.104 

即if立i~ -0，007 -0，026 0，120 

イ紬l時 -0.182 0，019 0.042 

イ蹴IL十 0，099 0，213 0，009 

上 体 。 0，010 -0，001 

山Jι 71四e 0，211 0，063 0，052 

;"Vf 地 0，078 0，045 0.171 

2 身長、体重、誕生月とポール リフテ ィング回数

およびインステップキック飛距離の関係

インステ ップキックの飛脱出Iは、身長 f4;.illの l:J~~i を

受ける。

ポールリフティングl国数は身長、体頭、誕生刀の)~桝i

をほとんど'豆けない。

3，身長が類似している群での、ポールリフテイン

タ回数とインステ yプキック飛距離の関係

-低身長になるにしたがって、ポールリフティング回数

とインステップキ ':J7飛距般の関係が強まる。

4 ポールリフテイング動作の分析

ポールリフテイング['JJj1 において、 「インパクト 11寺J~

1則節を|司定J、「ポ-)レがI旺!日l転」、「ポー Jレの24さが五

定」をできているi握手は、ボールリフティングの恒l数

が多い。

ー 低身長I洋において、ポールリ 7 ティン グ卸~n'の 「腕の

位置安定」、「ボールのrGさの'i<，U により身体のパラ

ンスを保つことができている選手は、ポール 1)7テイ

ング回数が多い。

ポールリフテ ィングH寺に rw則節の問定J、「ボールの

I盛岡転jができている選手は、インステ γプキ ックの

飛距離が長い。

・ボールリフティング動向 の「インパ7ト11与のJE関節l珂

定j、「ボールのjfl{問転Jrポールの日さの安定Jなど

は互いにl則係がある。

， rインパクトH与にJEI羽節を11;1JヒJすることは、 「ポール

を無間転Jでポールリフテ ィングすることにつながる。

5 インステップキ ック動作の分析

お身長1洋では 「フォロースルー l時の蹴り J~ と反対)胞の

交差」、いわゆる身体の捻りを利川して蹴ることがで

きる選手l土、インステ ァプキ ックの飛UE雌がi圭い。

JEIl!Jnil リ腕 回転 13さ

-0.127 0，083 -0，155 -0.110 

0，112 0，076 0.u70 0，108 

0，254 0，012 0，235 0，128 

0，084 0，042 -0，070 -0，03 

-0，017 -0，042 0，028 -0，03 

0，044 0，232 -0，014 0.204 

0，013 0，160 -0，025 。
0，20'1 0，0'19 0.130 0，055 

0.157 0.156 0，112 0，1<15 

6 ポールリフテ ィング動作とインステップキ ック

動作の関係

ーポー Jレリフティング動向とインステ ァプキック動向の

IIHには、ほとんと'1羽係がないと言える。

本研究の目的は、 小学校日学年JUIのサ ッカーにおける

ポールリ 7ティングとインステップキックの関係を名古討

することであった。

インステップキックの飛田E高佐とポールリフティング1"1

数の相|均分析より、インステップキックによるポールリ

フティング回数とインステップキックの飛距離につなが

りがあることがわかった。 しかし、発育との|則係を分析

すると身長の向い選手はインステ γプキ ック飛距離が長

いことから、インステ ップキックの飛距離は、発Tfの彰

特を受けている。これをWtまえると、インステップキ ッ

クによるボールリフティング回数とインλテップキ γク

の飛距離に相|却があったものの、関係があるとは行いき

れない。

そこで、身長群別のポールリ 7ティング回数とインス

テップキ ァクの飛距離の相11均分析を行った。その紡瓜、

低身長になるにしたがって、発育がインステ ァプキ ック

の飛距離に与える影響が少なくなり、ポールリフテ イン

グ回数とインステ ァプキ ック飛距離の関係が強まること

がわかっ た。 つまり、発育の~軒'を除 く と、 「ポー Jレリ

フテ ィングの回数が多い選手は、インステ ップキ ックの

飛距離が長い」と言える。

また、インステップキ ックの飛距雌とポールリフティ

ング動作の相|問分析を行った結果、ポールリフティング

l時に rWi山節の悶定」、「ポールの無mド低Jができている

選手は、インステップキ ァクの飛距離が長いことがわかっ

た。ポーJレリフティング動作は、身長、体重、話生)1の

1:6特を受けないことから、ポールリフテイングH寺の r)E

l則節のIIil1EJ、「ポールの!H¥回転」を学官lすることによ っ

て、インステ ップキックの飛距離を(，¥，ばすことが可能に
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<第1専門分科会シンポジウム>

スポーツとリスク

一人間判句考察へー

演者:根上優(宮崎大物

司会:西村秀樹(九州大学健康科学Eンター)，榊原浩晃(福岡教育大学)

導入

スポーツにおける「リスクJとしづ言葉は、研究分

野を越えた思考の広がりをもたらしてくれる。例えば、

今回の北京オリンヒ。ックに際してのマラソン陣の崩壊

や星野ジャパンの惨敗で、あるo これらは、けがに対す

る「リスクj管理システムの欠如から生じたものに他

ならない。また、中高年のスポーツ一例えばソフトバ

レーボールや登山(低山中心の)ーが健康によし、とかメ

タボリック・シンドローム対策として優れているとか

言われる。しかしながら、鶏緊の事故のま織を見ると、

それらは決して飽食でなくはないのであり、「安全で手

軽Jなどと脳天気に言っていられないのである。スポ

ーツをめぐる f健康言説Jに隠されているリスクを明

らかにしていくことは研究者の立場からして重要なこ

とである。

スポーツはもともとリスキーなもの

本題は、なぜリスクを官してまで人聞はスポーツを

するのかというところにある。近代は、死・病気・不

健康・非衛生・暴力等を制度的に排除し、不可視のも

のとしたところに成立したと言える。しかし、そうい

った負の徴をつけられた「危険」なものは、地下に潜

るか、周辺的世界で形を変えて、その水脈を保ち続け

ていった。

スポーツ関連領域は、そもそもその飽食を克服すべ

きものとして立ち現れた場所なのである。 2∞8年の夏

の甲子園大会で決勝まで進んだが敗れた常薬学園菊川

の戸狩投手は、将来の投手生命が危ぶまれるにもかか

わらず、肘の痛みに耐えて投げ続けた。忍J耐・ひたむ

きさ・純粋としりた甲子園の「桝首Jが医勃神Ij断を

凌駕するのである。スポーツは、まさに「痛みJの殿

堂であり、主観的意味を持った人間の行為として社会

科学的現象となりうるのである。

また、柔道の「千本取りJそ唆l随の「たちきり試合J

は、参加者を限りなく「死Jへと近づけていくと言っ

てよしLそこには、「暴力Jとし、うネガティブな力が立

ちはだかり、参加者を徹脳句に打ちのめすことになる。

参加者の心身にすり込まれていた「文化Jが、それに

よって脱落してして o rコムニタスJ的側兄が生まれる

のである。

リスク・テイキングの人間判切献

人間は、なぜ、こうした危うきものを受け入れ、魅

了されていくのだろうヵ、この間いには、人間を役割

キ安寧の桝Eみで捉える制度的学問では応えられなしL

人間をアンピ‘パレントな存在として浮き彫りにするよ

うな人間判句考察が必要となってくる。すなわち、生

死の境界を「ラインJとして捉える一一線を越えると

則ち死であるとするーのではなく 一定の時間と空間

をもっ境界「領域J(on-出e-edge)として捉え、そこに

おいて死をもたらす危険に対処しながら、そこに宿る

カオスの力を得て、それを「人間を磨き人間を成長さ

せていくエネルギーJに変換してして、そうし、う fエ

ッジワークJの考え方が戦略的な方法論としで浮かび

上がってくるのである。

この境界領域では、櫛艮状況のなかでの f認識の力j

と「情況を切り開く力Jが、すなわち「自己言及能力J

(self児島renω)が最も強く試される。主として武道の世

界で育まれてきたこうした考え方は、現在の教育界に

は馴染み得な凡あらゆるリスクが問題視され、担験

されるのだから。しかし、今後の「体育jのあり方を

考えていくにあたって重要な示唆を与えてくれるので

はなかろうヵ、「楽ししリだけでは、人間は成長しなし、。

「痛みと苦しさを伴いながらも困難に立ち向かい、そ

れを克服する体育Jと言ったら、時代の逆行と笑われ

るだろうれ (文責:西村秀樹
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<第2・4専門分科会合同シンポジウム>

スポーツ栄養の最前線

ースポーツ栄養のエピデンスと実際一

司会:桧垣靖樹(福岡大学)

今回は、新たな専門分科会の枠組みの中で第

2・第4専門分科会の合同企画シンポジウムを開

催しました。活発な分科会活動を進めていくた

めには、まず分科会シンポジウムへの参加者数

の増加が課題となっております。今回は約 50名

の参加者数でしたが、より多くの会員の方にご

参加いただけるよう、分科会シンポジウムの企

画立案を進めていきたいと考えておりますので、

今後とも宜しくお願いいたします。以下に、シ

ンポジストの先生の発表要旨を改めて掲載させ

て頂きました。

「栄養効果のエピデンスを考えるj

演者:岡村浩嗣(大阪体育大学)

栄養のエピデンスには、栄養の目的とする生

体の変化そのものが評価されている直接的なも

のもあれば、変化に関係する間接的なことが評

価されている間接的なものもある。例えば、筋

肥大を目的とする栄養であれば、筋肉量を主要

評価項目とし、筋肉量が増えていればエピデン

スとして信頼性が高い。一方、筋タンパク質合

成のメカニズムが充進しても、それだけで筋が

肥大するとは限らない。すなわち、エピデンス

の信頼性は、目的との関連性の程度による。運

動能力を高めたり回復を促進したりする栄養の

効果が、しばしば「体感Jされないのは、エビ

デンスが目的そのものを評価したものでなく、

目的に間接的に関わる指標で、評価されているこ

とが関係していると考えれば不思議ではない。

栄養効果とエピデンスとの関係について、いく

つか例をあげて考えてみたい。

「一流競技者一優れた内感とは-J

演者:山崎一彦(福岡大学)

現代のチャンピオンスポーツは、情報化、 ト

レーニングの高度化に伴う世界画一化へ向かっ

ている。更にエリート競技者とは、ただ単に身

体的優位と思われる素質的なタレントの持ち主

や、その後の体力的資質の高い競技者を指すも

ののみでは断言できなくなっている。そのため

日本代表になる競技者たちは、「内感Jに優れて

いる。内感とは、革新的な技術や感覚を表現で

きる能力だけでなく 体内へ摂取するものまで

感ずる能力も含まれる。この内感の優れた一流

競技者になるためには何が必要になってくるの

か、問題提起し議論したい。

fトップスポーツ選手の栄養・食事管理J

演者:小清水孝子(福岡大学)

スポーツ選手は、 トップになればなるほど身

体面、心理面などの個体差が大きくなる。さら

に競技特性、体っくりの目標、 トレーニングの

期分け、練習の量と質などにより食事内容が異

なるため、日常の食事、試合時など場面や状況

に応じた適切な栄養摂取をスポーツ選手自身が

自己管理できる知識を体得し 実践・継続を促

す食教育が必要であると考える。特に食教育は

食習慣が形成されるジュニア期から実施するこ

とが重要であろう o これらを実施していくため

には、選手、指導者、各スポーツ医・科学スタ

ッフなどが相互にコミュニケーションをとり、

信頼関係を結んでいくことが重要となる。本シ

ンポジウムではトップスポーツ選手の栄養・食

事管理の実際を紹介するとともに、選手の食事

や栄養サポートの問題・課題について報告する。



31 

<第3専門分科会シンポジウム>

新学習指導要領と教育内容および方法

一幼児教育、学習内容、学習方法から迫るー

【企画題旨1
2∞8年3月28日、新学習指導要領が告示された。

来年度から郷姻教育要領の全面実施に入り、小・中

学校では移行措置に入る。このR勢朝、雑誌「体育科教

育J等でも悲洋習指導要領に関する特集が組まれてい

る。それは、次期学習指導要領がおおきく方向を転換

することについて、評価しながらも般念する諸点があ

るからである。これまでの、個性そ喋しさの重視から、

今期は、 f学習内容の確かな習得jに向けて、知識・

麟平を重視する「わかるJ rできるJ喜びを学びの中

心においた。そのことについて、多くの体育科教育に

関わるものが評価している。つまり、内容に関しては

矧面しているが、一方、POCA(Plan -Do -Check-Action) 

サイクルと体力テストの位置や武道の必修化とし、う体

制については懸念の声も高"¥0 

そこで、幼稚園から義務教育、高等教育、ひいては

この新学習指導要領のもとで育つひとの未来を念頃に

置き、われわれ第3分科会を構成する各分野から新学

習指導要領について取り上げることにし乞

【各演者の発表要旨】

幼児教育の立場から:下釜綾子(長崎女子短期大学)

大筋では従来と変わらないとしながら、改訂の基本

的な考え方を以下のように整理された。

①発達や学びの連続性を踏まえること。

@淵闘での生活と家庭などでの生活の連続性を踏ま

えること。

①では、獅個教育が小学校での学習や生活へ適応

できるよう、小学校とのi藍携、交流を図ることキ集団

生活を通して幼児が人との関わりを深め、規範意識を

育てることを打ち出している。また、一つひとつの体

験の関連性を重視し、線市や友達と一緒に行う活動の

中で、幼児の，乙動かされる体験が次の活動を生み出し

て行けるようにすることを重視している。②では、個々

の幼児の発達の実情に配慮して基材性活習慣が身に

つけられるよう、家庭と連携し、保護者と共に幼児の

成長の喜びを共有できるようにすることとしている。

データーに基づき、子どもの体力・運動能力は近年

持ち直しつつあるとしながらも、「子どもの身体の異

変jに触れ、矧寺間H郵民摂食リズムの副れ、自律神

経機能の低下を指摘し、正しい生活のリズムの確保と

運動実践の櫛Lの必劃全を説し、た。

教科教育の立場から:林俊雄(九州女子大学)

評価すべき点として、「体育の学力Jが意識されk台め
てきたと捉え、体育教科観の変化が「知識は、意欲、

思考力、運動の技能などと相互に関車しながら、身に

付いていくものであり、動きの樹専の過程を通して一

層知識の大切さを実感できるような指導が求められ

るJとしづ文言を挙げ、これを大いなる変革と述べた。

そして、この変化をキャッチフレーズ的に言し安せは

「わかる・できる・わかち伝える体育Jの推進と表し

た。具体的に、自らの実践である小学校3年生対象の

「ラグハンドボーノレj を例に fわかる・できるj筋道

をみんなで探求する授業構成のあり方(当日配布資料)

を説明されたλ 疑問点と留意点として、①「体っくり

運動J が重点化されていること、②内容の明確f~ 体

系化と裏腹にして、「系統の一人歩きJや「目標つぶし

化jに陥らないことを指摘した。

方法の立場から:陶山三千也(西日本短期大学)

新指導要領の改訂の要旨と概略を以下のように

まとめられた。「生きる力j とは、知・徳・体のバ

ランスのとれた力であり、「生きる力j を支えるの

は印産かな学力Jr豊かな心Jr健やかな体jの育成

である。基礎基本の習得とそこで得た知識技術を活

用し、自らの興味関心に沿って探求する活動、すな

わち、「教えて考えさせる指導J(理解と定着を促す

オ}ソドックスな授業形態Jへと転換した。「確か

な学力」樹専のための学力の重要な3つの要素の育

成には基醐句な知識・技能をしっかりと身に付けさ

せる、知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表

現する力をはぐくむ、学習に取り組む意欲を養うこ

とが必要であるとしている。

他分科会からの出席も加え、 60名を超える参加があ

り、フロアーからも活発な意見が交わされたことを付

け加えておく。(分科会世話人代表原田奈名子)
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<第 5専門分科会シンポジウム>

大学におけるトップアスリート育成方策と問題点

司会:田口正公(福岡大学)

演者:田口信教(鹿屋体育大学)，乾真寛(福岡大学)，仲里清(九州共立大学)

テーマ設定

昨年、第56回大会の全体シンポジウムで一これか

らの大学運動部のあり方について考えるーがテーマ

として設定され議論された。そこでは運動部の新し

い動きが紹介され、大学での運動部の位置づけや役

割が主に社会学的視点から討論されたが時間的な制

約と大学の現場の現状を詳細に踏まえたものとは言

えず十分な討論がなされたとは言いがたい。

本年度より専門分科会が統合再編成され、新たに

第5分科会として競技スポーツ専門分科会が設置さ

れた。これは専門領域を持ちながら競技スポーツに

関わって活動し、研究での成果を実践の場で活かし

ながら指導している会員が多いことから、専門分科

会を活性化するために設置されたものである。検討

委員会の皆さんの努力に敬意を表します。

第5分科会は昨年の全体シンポジウムも踏まえな

がら体育・スポーツ系大学・学部の運動部の本来の

目的である競技力向上を目指した方策を紹介し、ま

た問題点を明らかにしながら今後のあり方を探って

行きたい。

1.運動部への支援システムと問題点および育成

理念

田口信教(鹿屋体育大学)

日本の大学におけるトップアスリートの育成方策とアメ

リカやオーストラリアなど諸外国と比べると、根本的にシ

ステムの違いがある。そのシステムの違いが、コーチの

収入に大きな差をもたらしている。また、その他にも多く

の違いを述べることが出来るが、その問題点を解決する

には、規則の改正やシステムの変更、経済的な問題や

施設の問題なども解決する必要が有ります。しかし、現

実は簡単には変える事が出来ないので、今すぐにでも

出来る選手へのメンタル面への育成方策を指摘してみ

たいと思います。

鹿屋体育大学の学生にオリンヒ。ツクへ行けるとしたら

行きたいですかと聞くと、全員、参加したいと述べるが、

オリンヒ。ックに自分は行ける人間だと思っていますかと、

問うと、全員、手を上げる人はいなかった。なぜ、行ける

と思えないのか、理由を訊ねてみると、自分とは関係な

く、素質がないと，思っている。また、大変なリスクと努力

や時間が必要だと思っている。もっと他に良い道がある

のではと思い、優先順位や認識の違いなども上げられ

る。出来ない理由を沢山上げる原因は、教育にある。人

は、頭に何を情報として入れたかによって、意思や感情

が変る。その情報によって行動にも大きく影響を与え、

結果として上記のような出来ない理由を導き出している。

スポーツ関連グッズや成功事例の著書、ポスター、写真

が大学の売底に溢れているのが、海外の大学である。

トップアスリート(五輪選手)の育成段階で5つの壁を

上げることが出来る。

1点目は、「自分を知る壁J、人間は自覚的存在/人聞

は直ぐに思いや情熱を忘れる存在。

人間には向き不向き、持って生れた資質や素質がある。

それを調べる事なく、また、適性を生かした種目を選ぶ

事もなくスポーツを行っても成功する確立は低い。更に、

スポーツを行う目標設定やプロセスを明確すべきである0・価値ある目的・目標:なんの為の目標なのか・目標達成の戦略・対策:どのような目標にするか・遼成の計画・作戦:どのような方法・対策をとるか・目標達成実行時間:どのくらいまで努力したか・活動の能率・効率:どのくらい継続したか・業績・結果:なにを手に入れたか・検討・法則化:なぜ成功又は失敗したか

2点目は、「基本が壁jの問題。学(まなぶ)は真似る事か

ら始まると言われるように先駆者の足跡の活用、真似は

試行錯誤の時間を節約出来き、安全で速く、高いレベ

ルまで到達出来にも関われず、活用されていない。また、

ノレールブ、ックを持っていないし読んでもいない選手が多

い。戦う為の基本が出来ていないと言える。

3点目は， r流れの壁Jスポーツは止めると基の所まで流

され、鍛える強度が低し吃流れを登れない。継続には工

夫と執念、・信念、が重要。

4点目は、「限界への挑戦の壁J新しい事、難しい事に

挑戦したし吃感動も新記録も生れない。勇気と忍耐、冒



険が重要。

5点目は、「運の壁jスポーツは人間教育の場である。神

様が見方したくなるような選手の育成を目指し、鹿屋体

育大学実験プールでは、「技を磨き、心を耕し、人間と

しての品位を高め、体を作る苦行の場所jと心技体の言

葉を掲げて、スポーツマンシップの重要性を教えおりま

す。

2. 福岡大学の事例紹介

乾真寛(福岡大学)

福岡大学では、平成 17年度から学内に「スポーツ強

化機構jが新設され、特別強化種目(陸上、柔道、硬式

野球、サッカー)を指定した強化策がスタートした。この

4種目に対しては、強化専任監督の採用や推薦人数枠

の拡大とし、った支援をはじめ、年額 500万円の強化資

金や施設の拡充など、ヒト、モノ、カネの支援策が始動

した。今年度で四年目となるが、今後の展望や課題とし

て、次のような点が挙げられる。

①到達すべきスポーツ強化ヴィジョンの一本化と全学

的共通理解の確立

②重点強化種目とその他の種目との共存

③現場主義の指導体制、スタッフの充実

④パラマキ型からプログラム優先型の予算配分への

転換

⑤大学経営の一部としての確固たる強化システムの

構築

さらに、福岡大学スポーツ科学部では、 200名の競技成

績優秀者を対象とした「トップアスリート強化・支援のた

めの実践教育プログラムJを平成 20年度より開始した。

これは、年間 10回のセミナー開催と、最大 10名の海外

研修の機会を作り、より高いレベルの競技に挑戦するモ

チベーションを維持し、自主的に取り組む姿勢と行動力

を身につけさせることを目的としている。コンディショニン

グノートやセミナー感想文を各自ファイルで保存し、目

標到達用紙と反省文を定期的に提出させ、成果を確認

できるようにしている。

最後に福岡大学サッカー部では、これまでに jリーガー

盟主、日本代表3名を輩出しており、全国でも有数のプ

ロ選手輩出校となっている。高校時代の実績より、個性

豊かな将来性溢れる“未完の大器"をスカウトし、歪豆長

所を認め、伸ばし、生かす指導法で成果を挙げている。

在学中の指導者ライセンスの取得や地域貢献として、キ

ッズサッカー、親子サッカー教室等、地元プロチームア

ピスパとも連携しながら、“地域密着型"の組織ヴィジョ

ンをつくりと強化策を並行して推進している。

3. 大学野球における選手育成

仲里清(九州共立大学)

【九州共立大学との出会い】
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約 30年前に学園理事からr3年で全国に共立大学の

野球を知らしめてほしい・・・勝つことが使命!J言われ

たが、選手やグランドを見て「無理だと思います・・jと答

えた。

実際にタレント(選手)もいない、グランド環境も悪い・・

そうしづ状況であった。

【監督就任】

一度は断ったものの、縁あって九州共立大学へい野

球部の監督となる。就任2年目で全国大会出場。しかし、

選手との年齢も近い、ブランドもない、どうすれば選手を

引きつけられるか?グランドの整備(石ころを拾ったり、

草刈りをしたり・・)などの環境整備と自分自身を磨くこと

(r神のノッカーJを目指す・・ノックしたボールが抜群の

精度で飛んでして!)を必死で行った。

{選手育成方針】

全国レベル(関東、関西との差をなくす)を目指す時に、

日米野球等のスタッフを経験し、圧倒的なパワー不足を

痛感した。日本とアメリカ、地方と関東・関西・・同じよう

に思え、トレーニング‘器具を揃え(当時としては最新のも

の)、トレーニング方法についても試行錯誤した。また、

f基本の徹底J(キャッチボール、全力疾走、カバーリン

グ、声を出すことなど)を図り、先輩ゃいい選手を「まね

るJことや常に競争させる「ライバルJを意識させることを

普段の練習から行ったo また、「達成感jを味わう練習も

行った。例えば、 100m走x100本、 2000本パッティング‘

(実際に夕方から次の日の朝まで・・)、 40km走、滝に打

たれる、登山など。今、プロ野球で活躍している選手た

ちもこのような「達成感Jを経験している。

(r魂Jの野球】

他大学の強化方針や強化策を聞くと、羨ましい限りで

ある。金銭的な援助や人的なサポートなど九州共立大

学ではまだ、整っていない。そうすると、心の底から勝ち

たいと思う気持ちゃ、上手くなりたし吃必至になる姿、こ

のようなI魂Jを込めた野球をやっていくことが今の共立

野球を強くしてく原動力になるのではないか・・いずれ

は金銭面や人的な強化策が掲げられ、効率的な選手

育成がスタートすることを望むが、根底にあるf魂Jを込

めた野球を忘れずに日々、努力していきたい。



2.研究助成発表
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<研究助成発表>

スポーツのジェンダー適性とメディア・イメージに関する研究

0山本教人(九州大学)

キーワード:スポーツのジェンダー適正 スポーツのジェンダー・イメージ ホモソーシャリティ

目的

九州の体育・スポーツ学研究において最も立ち後

れている研究領域のひとつが rジェンダー研究J

だろう.57回を迎える学会の歴史を通じても，ジ

ェンダー問題を全体で論じたのは記憶する限りただ

の一度にすぎない.男女共同参画社会，ノーマライ

ゼーション，バリアフリーの実現が叫ばれ，あらゆ

る差別撤廃へ向けての動きが顕在化しているなか，

この問題を無視し続けることは学会としての社会的

責任の放棄にも等しい.この意味で，スポーツにお

ける差別撤廃のみならず，スポーツからより聞かれ

た社会創造の可能性をも視野に入れた研究が，今必

要とされている.

本研究では，まず量的調査によって，スポーツ種

目がどのようにイメージされているかを，ジェンダ

ー適性の観点から明らかにし，イメージの差異につ

いて各種の比較分析を行った.続いて，比較分析で

明らかとなった結果をふまえ，スポーツのジェンダ

ー・イメージ形成に影響を及ぼす要因を，スポーツ

活動の経験という観点から明らかにすることを試み

た.なお本研究では当初，スポーツのジェンダー・

イメージ形成に影響を及ぼす最も重要な要因として，

マスメディアを想定していた.これはおそらく間違

った想定ではないが，ジェンダー・イメージの比較

分析の結果は，一般に受容されているスポーツのジ

ェンダー・イメージが スポーツ実践の場において

強化されることを示唆していた.マスメディアでは

なく，スポーツ実践者の経験の内容を検討するのは，

このような理由による.

1.スポーツのジェンダー適性

スポーツがどのようにイメージされているのかを，

ジェンダー適性の観点、から明らかにすることを目的

に，質問紙法による調査を行った.調査の対象とな

ったのは福岡県内の大学に通う 692名の男女学生

(平均年齢 18.45歳 (SD1.03))であった.調査は，

2007年4月上旬から中旬にかけて行われた.有効

標本数は 622(男子 386，女子 236)，有効回収率は

89.9%と極めて高かった.

スポーツのジェンダー適性を因子構造の次元から

明らかにするために， 50項目に対して主因子解法

による因子分析を適用したところ 男性に適したス

ポーツとして「格闘型種目J， r投榔種目J， r野外種

目J， r武道種目J，r個人種目Jの5種目を，女性に

適したスポーツとして「ネット型球技種目J， r表現

採点種目Jの2種目を確認できた.

ジェンダー・イメージの比較分析から，スポーツ

活動に従事している者において，スポーツについて

の広く受け入れられているジェンダー・イメージが

積極的に受容され強化されている様子を確認できた.

2.スポーツのジェンダー・イメージ形成に影響を

及ぼす要因の検討

あるスポーツのジェンダー・イメージが，なぜス

ポーツ実践者において積極的に受容，強化されてい

くのかを明らかにするために，インタピ‘ュ一法によ

る調査を行った.調査の対象となったのは， K高校

サッカー部に所属する部員 22名 (1年生 20名 2

年生2名)と女子マネージャー2名(1年生)の計

24名であった.インタピ、ューは， 2008年3月初旬

から4月の初旬にかけて，半構造化法による 2名か

ら4名をーグループとするグ‘ループインタビュー形

式で約1時間行われた.

高校サッカ一部の部員を対象としたインタビ‘ュー

からは，男同士の強いつながりを確認することがで

きたが，それは女性排除や女性蔑視に基づくもので

はなく，スポーツ集団の効率的な運営によるもので

はなし、かと推察された.スポーツのジェンダー・イ

メージは，部員よりはむしろマネージャーに積極的

に受容されており，ホモソーシャリティや男として

のアイデンティティ概念で説明するには限界がある

ことが明らかとなった.



3. トピックセッション
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<トヒ。ック・セッション①>

大学体育実技授業におけるユニークな介入とその成果

司会:飯干明健児島大学)

演者:橋本公雄・杉山佳生(九1¥1快学健康拝ヰ学センター)，柿山哲治(活水女子大学)

テーマ設定

近年、各大学において FD研究が盛んであるが、体

育授業においても実樹句な授業研究が行われている。

体育実技は、身体運動を伴う実蹴句活動であり、様々

な心離句・社会的・身体的効果が得られる。しかし、

ただ単に運動・スポーツを行えば効果が現れると言う

ものではなく、よりよい効果をもたらすためには、何

らかの仕掛け、つまり介入が必要である。そこで、本

セッションでは、体育実技授業で心離句・社会的効果

を高めるために、ユニークな介入を試みた事例を通し

て、介入の方法と成果の評(面法について情報交換を行

うことにした。話題提供者として、九州大学の橋本公

雄先生と杉山佳生先生、活水女子大学の柿山哲治先生

にお願いしむ

1. 体育実技授業における人間関係促進の方略ーソー

シャルサポートの導入ー

橋本公雄(九州大学)

演習系の体育授業では人間関係の醸成は極めて少な

いことが明らかにされた(橋本2008)。そこで、演習

授業の中で積極的に他者と関わらせるために、ソーシ

ヤルサポートを用い、人間関係促進の効果がみられる

かどうかの介入を行った。ソーシャルサポートには、

情縦ザポート供感・励まし)、物質的サポート(片

付け、貸与)、情報的サポート(指導・助言)、評価的

サポート(ポジティブ言朝団)などがあり、毎時間いず

れかのサポートを自封切こ行わせ授業証線表に菊擦

に行ったソーシヤルサポートの内容と自己評価 (Ox

ム)をさせた。介入効果は人間関係厳減の人数、他者

意識担会的スキルのi則面から調べられるo 本年度前

期の授業での試みであり、どのような結果が出るかうま

からなしが、人間関係促進の簡単な位掛けづくりにつ

いてディスカッ、ンョンで、きればと思っている。

2. 健康スポーツ実技における『ふうせんバレー

ボール』の導入

柿山哲治(活水女子大学)

身体的にどのような障害があっても、わずかな工夫

をこらすことによって、誰でもスポーツに参加し、楽

しむことができる。本学では健康スポーツ実技の中で

「ふうせんバレーボールJを教材として障害者スポー

ツの体験を導入している。受講者に障害者がいない場

合には、車精子乗車アイマスク装着、パイプ鳴子に

着席するハンデ‘ィキャッププレイヤー3名と、それらを

サポートするアドバンテージプレイヤー3名の6名を1

チームとして構成し、ゲームを行いながらローテーシ

ョンにより全てのハンディキャップとサポート役が体

験できるように授業の展開を試みている。学生の授業

記録から、他のスポーツ種目との身体活動充足度(過

度。、適度O、やや不足ム、かなり不足x)を比較し

たり、授業の感恩から得られるキーワードをヒ。ックア

ップして、障害者スポーツ体験の効果を検証している。

3. スポーツ実践授業でコミュニケーションスキ

ルを向上させる誌み

杉山佳生(九州大学)

これまで、スポーツ実践を主課題とする授業におい

て、スポーツ活動それ自体にあまり影響がないような

形でコミュニケーションスキルを向上させることがで

きなし、か、としづ問題に取り組んできた。授業では、

試合に際してパートナーや対戦相手の名前を確認させ

たり、試合中のコミュニケーションについての自己評

価をさせたりしており、これらを通じて、コミュニケ

ーションに対する意識が高まり、コミュニケーション

スキルが向上することを斯寺した。介入効果の開国は、

体育・スポーツ場面に限定されない、一般的な表出ス

キルあるいは解読スキルとし、う側面から行われている。
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<トヒ。ック・セッション②>

身体運動を取り巻く神経性調節一自律神経と体性神経一

コーデ、ィネータ:林直亨(九州大学)

演者:林直亨(九州大学)， 青木朋子〈熊本県立大学.)， 吉武康栄(大分県立看護科学大学)

ヒトの運動は，生命維持に不可欠な生理機能を支え

る自律神経と，高度に協調された精鍛な動作を支える

体性神経とによって支えられている.前者は fightor 

血ghtとしりた最倒1艮の，また勉君主に対処するのに欠か

せない運動を支えるのには重要であり，運動の発現と

自律桝経との統合が中脳レベルで行われている.一方，

後者では，ヒトが人間らしく動くために不可欠である

精微な動作を支えるために大脳皮質を中心~;:J惑覚器官，

運動器を司る体性神経が深く関与している.身体運動

時の生理機能を調節する自律神経活動機能，手指の運

動に関わる神経嗣胸機構を制御する脳機能，およひ漣

動時の協動筋の機能に関して，最新の知見や仮説を交

えて概説する.身体運動を取り巻く持経性調節につい

て理携を深めることを目的とする.

1 身体運動に対する自餅聯至応答とその部位差

林直亨(九州大学)

運動時には，究感神経活動 (SNA)が高進し副究感

神経活動(PNA)が抑制される.両者の高進・抑制は線

形ではない.IL:蛾自律持組舌動は 100拍/分~換気性

作業関値(VT)程度強度で切り替わると考えられる.

こうした自衛権応答吋概ね全身で、生じるが，制立

差がある.運動を模した束l搬をラットに与えると，腎

のSNAは著しく高進して血管を収縮させる一方，筋

の SNAは穏やかな増加しか示さない低obaet al. 

2α渇).また，酪夜変量から推察すると， PNAの抑制

は儲鍍から起こるが， SNAの増加は vr強度以上

でも起こらない(林ら 2008).部位差についての知見

を概説し，自律神経支配の特異性について考えたい.

2. 手指の運動に関わる神経常備機構

青木朋子(熊本県立大学)

人間の手指で実施される多様な動作が私達の日

常生活で不可欠なことは言うまでもないが、これ

らを可能とする発達した手指とそれらを制御する

脳神経系をもっ動物は人間に限られるo 日常動作

を観療すると、環指や~J帽に比べて母指キ示指、

中指を精密な動作のために使用することが多いの

に気付くが、個々の指が有する運動機能の差異や

その背景にある要因については十分には解明され

ていなしL本セッションでは、健常若年者(Aokiet 

a1. 2003)、ピアニスト(Aokiet a1. 2∞5a)、高

齢者を対象に l指・2指の最速タッピング課題を用

いて調べた指の選鋭機能と、 P町(陽電子断層撮影

法)を用いて調べたタッピング課題時の脳活動

(Aoki et a1. 2005b)について報告する。また、

これらの結果から手指の運動に関わる神経栴胸機

構についても考えたしL

3.協働筋収縮における各筋の力調節勤態の紳月

吉武康栄(大分県立看額特大学)

日常生活においては，箸でモノを掴む，などの精確

な力発揮を要求される場面が非常に多い.カを精確

に調節する能力(力調節能力)は，ある一定の目標

値に対する実際の力の変動の大小lこよって評価され

ており，加齢によって力調節能力は低下(カ変動は

増大)する.ヒトの身体動作の多くを占める協側主

収調節寺には，各筋が発した力の合算=合力の変動を

力調節能力の評価値にせざるを得ない.合力は各筋

の力変動動態に依存されるため，現在の評価法では

力調節の規定因子を解明することができず，加えて

将来的に必要とされるであろう力調節能力の低下防

止プログラムの立案をも困難にすると考えられる.

本セッションでは，上記パックグラウンドと現在取

り組んでしも協働筋収縮寺の各筋の力変動動態の評

価法の開発(Y4ω凶凶ceetal. 2∞8)について報告する.
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くトピックセッション③>

日常身体活動の定量方法に関する研究動向

司会:吉武裕慎屋体育大学体育学部)

演者:責鯨秀晃，綾部誠也，田中宏暁(福岡大学スポーツ科学部)，樋口博之(九州保健福祉大学保健科学部)

活動的な生活習慣は，健康の保持増進に有益であるこ

とが明らかになってきており，身体活動の増加を基本とし

た健康施策の推進と伴に，日常生活における身体活動の

定量方法に興味が持たれている.我が国においても，近

年，二重標識水法(DLW)やルームカロリーメータ(間接ヒ

ューマンカロリーメータ:RC)法を用いた調査が実施でき

るようになってきた.また，簡便法である歩数計，加速度

計やIt.. 、拍数を用いた方法は，機器の小型化や簡便化が

飛畷的に進歩し，自由生活下での身体活動水準の定量

方法として認知されており，特に日本製機器の測定精度

の高さが世界的に認められている.さらに，質問紙や行

動記録などを利用した方法は，安価かつ多人数を対象と

した調査に利用されており，我が国独自の調査方法の開

発も進められている.近年，定量性のある方法を用いて

評価された邦人の身体活動水準に関する報告が見受け

られるようになった.本セッションは，最近の日常身体活

動水準の定量法ならびにそれらの調査結果を概説し，今

後の課題を明らかにすることを目的とした.(吉武裕)

1 .ルームカロリ}メータおよび二重標識水法によ

る日常身体活動水準の評価

熊原秀晃，田中宏暁

エネルギー消費量測定のゴ、ールドスタンダ、ード‘である

RC法ならびに DLW法のヒトのエネルギー代謝ならびに

身体活動水準制面法としてのメリット・デ‘メリットを概説する

と共に，両者を用いた最近の研究成果を示した.両者とも

にコストと技術面の課題から，限られた施設でしか実施さ

れておらず， RC法は本邦では 4施設で稼動してしもの

みである.本邦による研究成果として， DLW法は 1999年

以来， RC法は 2003年よりそれぞれ博編の原著論文を

散見するが，これらテクニックを用いた我が国の研究は始

まったばかりといえる.ヒト，特に日本人のエネルギー代

謝に関して，身体活動ならびに栄養摂取の両面から両法

を活用し探求すべき課題は多岐に亘ると思われた.

ll.加速度計および歩数計による日常身体活動水

準の評価

樋口博之

歩数計による 1日の総歩数の調査は，国民栄養調査を

はじめ多くの先行研究で行われている.一方，加速度計

を用いた身体活動の研究は 1980年代より行われており，

最近のモデルは小型・軽量化され，測定データの長期閉

ま縁が特徴といえる.総エネノレギー消費量(kαν日)の定

量に限界はあるが日常生活における強度別活動時聞か

ら，健康づくりに有効とされる中強度以上の活動時間を評

価することができる.したがって，運動指導を行う際の支

援機器として利用価値があると考えられる.最近発売され

た日常行動記録計(ニプロ(株))は，加速度センサーと気

圧センサーを内蔵し，強度(歩く，走る)だけでなく，階段

昇降やエレベーターの使用まで評価することができる.

日常身体活動の質を調査するには，有用なモデルのー

っと思われる.

m.客観的に評価された邦人の日常身体活動水準

綾部誠也，田中宏暁

本研究は，特に，定量的方法を用いて評価された日常

身術舌動水準に関する研究成果に関する文献レヒ守ューを

行った.その結果， 1日当たりの歩数は，国民健康栄養調

査により必要十分な調査が行われている.一方で，加速

度計を用いて活動強度を評価した論文や， DLWやRC法

を用いて消費カロリー量を評価した論文は，わずか数件

の成果しか確認できなかった.従って，日本人の日常身

嗣舌動水準は，今後，多人数を対象とした調査，ならびに

異質集団(性，年齢，職業，疾患の有無など)での特性に

ついて，活動強度とエネルギー消費量を定量的方法によ

って明らかにする必要があると思われた.



4.スチューデントセッション
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<スチューデント・セッション>

大学院生と学校体育や運動部活動との関わり

司会久保孝浩(大分大学大学院)

演者荒武祐二(鹿屋体育大学大学院) 下回 公嗣(大分大学大学院)

中野裕祐(福岡教育大学大学院)

キーワード:子ども 運動部活動学校体育

【企画趣旨】

近年，インターネットヰ携帯篇首の普及による人

間関係の希薄化，あるいは少子化による遊び仲間の

減少，犯罪の増加などに伴う外遊びそのものの減少

など，青少年を取り巻く環境は劇的に変化している.

そして，このような社会環境の変化のために児童生

徒や学生の行動にも様々な問題が生じてきている

ことが報告されている.

本セッションでは，教育現場，中でも学校教育に

着目し，学校体育や部活動における児童生徒，学生

の現状について，シンポジストの方から自身の研究

活動を踏まえて発表を行う.そして，子どもの体力

低下などが叫ばれている中，研究者と学生の中間に

位置するような我々大学院生が，今後の学校体育，

部活動に対しどのように関わっていくことができ

るのか，その可能性についてフロアと共に議論して

いきたい.

1. 学校体育からのアプローチ

一主嗣句に考える力の育成に関して一

荒武祐二健屋体育大学大判勉

学校教育では，学力低下が深刻な問題となってい

る.これは，子どもたちが，主体的に考える力が低

下していることが大きな要因とされている.主体的

に考える力の育成に関して，実際の現場では，問題

解決型学習が実践され，効果的とされている.

そして，学校体育においても，問題解決型学習と

して，運動技能を習得してし、く過程である運動学習

が存在する.従って，学校体育を通して，主体的に

考えるカの育成に大きく貢献できるのではないかと

考えられる.そこで，私は，運動学習に焦点を当て，

主体的に考える力を育成するために，効果的に運動

技能を習得できる方略を提供していきたいと考えて

いる.

2. 運動部活動を取り巻く今日的問題と大学院生

としての働きかけの可能性

一部活動生の満足度調査を例に一

下回公嗣伏分大学大朝紛

本研究の満足度調査から， r選手の主体性を持った

運動部活動への関わり」が問題として考えられた.

大学事完生としての働きかけとして，運動部活動を

取り巻く各種問題に対してさらに深く研究を積み，

また，研究結果を現場教員に還元する機会を設ける

ことが求められる.運動部活動は教育活動の一環と

して捉えられることから，現場教員が講習により最

新の知識を獲得してもらうという制度は，必要では

ないだろうか.さらに，地域の中学校・高校の運動

部活動に，大判涜生が外部指導者として関わりあえ

る制度を検証することを提案したい.大朝涜生の関

わり方を制度化することで，大学院生が研究と現場

の黍離を防ぐ， r架け橋J的存在になり得るのではな

いだろうか.

3. 体育授業における特別支援教育の推進について

中野裕祐(福岡教育大学大朝拐

私が注目した点は，特別支援教育の広まりについ

てである.平成 17年 12月8日に中央教育審議会が

「特別支援教育を推進するための制度の在り方につ

いてJ(答申)を発表し，特別な支援が必要な生徒も

できる限り通常学級で学習を行うという「交流教育

(授業)Jが推奨されることとなった.これによって，

私たち保健体育科の郷市も，特別な支援が必要な子

への体育授業のあり方を考えることが必要不可欠と

なった.そこで、、現樹子われている交流教育の特徴

や，交流教育の実際について明らかにするために，

教師への聞き取り調査と授業観察を行った.その調

査結果を，現在の交流教育の一実態とし今後の，

交流教育の広まりの発端としたい.



5. 一般研究発表(口頭発表)
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ウェプ作成ソフトによる野球技術の段階的指導マニュアルの作成

0浦寺朔太(佐賀大学大学院) 井上伸一 (佐賀大学)

キーワード ウェプ作成ソフト 段階的指導映像

目的

日本で!野球は普及しているスポーツであるe 小I:Þ~Jj

と学校単位と同じ数ほどチームがあるが， 特に小中学

校では，必ずしも野球の専門家が指導を行っているわ

けではない.さらに野球の専門家で、あっても，決めら

れた閉じ練習を繰り返すとしりた指導が行われている

ことは少なくなし、 レベノレlこ大きな差がある小中竿校

関培では，選手のレベノレにあった指砕を行うことが重

要である.

そこで本研究では，選手のレベルを評価するための

基準とテスト方法を確立させ，練習方法といった文章

や図ではわかりづらく説明しにくい附報を， 1!'A.'1訟を取

り入れることでわかりやすく説明することを目的とし，

ウェプ、作成ソフトを用い7 ニュアノレの作成を行った

本li!移Eでは，苛ユuiiHこついてマニュアノレの作成を行った

マニュアノレの作成方法

野球の守備で求められる技術を&市皆ごとにステップ

l~ステップ4 にまとめ， 各ステップで目標と技術ポ

イントとテスト方法を示した

ステyプ1の目標を「捕球姿勢がつくれるJ，ステッ

プ2の目標を「一連の動きの中て、ステップができるJ，

ステップ3の目標を「安定した動きができるJ，ステッ

プ4の目標を「傑々な杓球に対応できスムーズに動け

る」とした

目標が達成できたかどうかを合附Eする基準として，

技術ポイントがある その主婦甘ポイントがクリアでき

ているかし、ないかでレベルを非同国する基準とした

各ステップで目標が達成てきているカ唱引回するため

に，ステップごとに2樹賓のテストがあり』テストを

実施し出荷ポイントがクリアできている村刺画する

テストの内容には正面ゴロ転がしJなどがあり，テ

スト風景の映像が流れるようになっている(図1).

テストの結果，課題がクリアできていれ!;J:(i:のステ

ップに進むようになっており，総題がクリアできてい

ない場合は，その技術を習得するための練習方法を提

示した.この練習方法は段時的なものとなっており，

各技術について 2~3穏類ある どのような練習かわ

かりやすくするために，練習風来映像が流れるように

なっている

考察

マニュアノレの作成にあたってはウェブ作成ソフトを

用いたが，これは椛進化され自分が必要とする情報を

手に入れやすし、とし、った鞘数を取り入れるためである

また，練習方法の説明に映像を取り入れることもでき，

実際の動きのイメージが持ちやすいといったメ リット

があり，指導舎ではうまく表現できなかった情報をよ

りわかりやすーく表現できる

実際に野球の指導半現場では， ~!ï-門家が指導している

とは限らず，小学校では指導は保護者が行うとb、った

形態で，中学校でも教員が部活動の顧問を担当すると

いったことで，指導者が専門家ではないということが

少なくない また指場者が専門家であったとしても，

決められた同じ練習を繰り返すといった指導が行われ

ていることは少なくない これらの指導者が指導を行

うときに段階的指導マニュアノレがあると，選手のレベ

ノレを評価することができ，レベノレにあった効果的な指

導が行える

本liJ~では，守備についてマニコアノレの作成を行っ

たが，スローイングやハシティングについてもマニュ

アノレの作成を行い，野球の指導方法を体系化してし、く

ことが今後の課題である

5m離れたところから左右にボールを転がす捕球する
*2・3歩動いて捕れるところに転がす

図 1
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バレーボール競技における心理的状態と

パフォーマンスの変化について(2)

ー大学女子バレーボール選手を対象とした事例的研究ー

0坂中美郷(鹿屋体育大学大学院)、志村正子、語吉田幸二 (鹿屋体育大学)

キーワードバレーボール心理状態ノぐ7;1-ーマンス PCI DlPCA.3 

目 的

競技場面において最高の成績や記録を残すため

には、技術や体力トレーニングとともに、競技前

の心理的コンディションを最適にしておくことが

必要不可欠であり、選手がどのような心理状態に

あるかを杷援しておくことが目指す戦績を残すた

めの準備段階のーっとも考えられる。そこで本研

究では女子バレーボーJレ部員を対象に、心理的状

態を約 1ヶ月間継続的に測定し、その変化を追跡

することとし、その測定と追跡をリーグの都度反

復している。それぞれのリーグ期間中の心理状態

の変化を測定、比較するとともに、チームや選手

の一年間の成長過程を検討することを目的とする。

方法

1 対象及び期間

対象選手はIく大学に所属する女子バレーボーノレ

部員 18 名である。 調査期間は、 2008 年 4 月 ~5

月までであり、調査開始時に DIPCA.3を用いて

選手の個人特性を把握しておき、その後 PCIテス

トで心理状態の変化を追跡した。また昨年度調査

した 14名の記録も併せて検討した。

2. PCIによる心理状態の追跡

心理的コンディションインベントリー(Pcnを

用いて 5件法による 7尺度(一般的活気、技術効力

感、競技失敗不安、闘志、期待官官、知、情緒的安定

感、疲労感)の評定を行った。

3 パフォーマンスの評価

個人のパフォーマンスレベルについては、 司著者

ら(コーチを含む)による総合的印象評点として

5段階(①最悪、②惑い、③まあまあ、 ④良い、⑤

最良)で評定した(パフォーマンスレベル=PL)。

4. 心理変化に関連する要因

著者らが心理変化に関連し得ると認知した要因

を記録し、内省報告から判明したことも併用した。

結果と考察

1.リ ーグ最終戦の前 (5回目)には、技術効力感

がやや上昇し、競技失敗不安がやや下降する傾向

がみられたが、昨年度調査した結果に比べると、

変動が小さい傾向が見られた。試合の規模や勝敗

に左右されることなく、コントローノレができてい

ると考えられる。

2 パフォーマンスにおいては、個人によって経

過は様々であったが、リーグ最終戦に向けて全体

的に上昇しており、安定したプレーが見られた。

昨年度に比べると低い傾向を示したが、これは選

手が課題を持って取り組んでおり、成長段階の途

中であるためと考えられる。

45 

40 
一+一眼的活，.

35 
-・-Ii情動力感

雌笛先陣不安

30 
一持一闘志

25 トィー-- ー 、 .J~ニーF司ノ事十?ー
一→佐一 期伶包姐

20 
J 

--ー情緒的安定書

15 -←-.~æ. 

10 

5 

o 
自国.回目 2回目 ."'.由自6回目

図 全体平均の心理状態の変化('08)
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体育・スポーツ社会学研究の課題に関する一考察

ー“危機"にある「体育j に体育・スポーツ社会学は何ができるのかー

Oi剃辰雄(財団法人大分県体育協会)

キーワード:体育学体育・スポーツ社会学体育の危機身体の社会学

I 緒言

授業時間数の増減に翻弄される，いわゆる f体育

の危機Jに直面し，体育・スポーツ社会学は何がで

きるのかを検討することが本研究の目的となる。

体育・スポーツ社会学者の多くは，政治的(制度

的)関係性から変容を続けてきた“体育"から，社

会的関心の高まりをみることとなった“スポーツ"

を研究対象として好むことになったo そのことは，

1991年の日本スポーツ社会学会設立に象徴的であ

ろう。ただし，日本スポーツ社会学会は， r構造=

機能主義というパラダイムに終始してきた体育・ス

ポーツ担会学の限界性を打破しj快上:198叫，体

育社会学領域ならびに“体育"への最も生産的かっ

現実的な貢献をもめざしてきた。

「アカデミズムから軽蔑され，実践界から侮られ

るJ状態にあった戦後の体育学は，その克服を模索

し，自然科学研究領域へと傾斜した歴史がある[佐

伯 :2α氾]。また，その内実は，“総合科学"を標傍

しながらも，各学問の下位領域としての体育・スポ

ーツ00学の寄せ集めに過ぎず，独自の学問的アイ

デンティティを主張しうる状態にはないのかもしれ

なしLその帰結が， r体育の危搬Jではないのか弘政

治(制度)に支配された袖併句な"体育に対し，

殊，今日のスポーツ社会学は，いかなる独自の体育

理論構築が可能なのか』その可能性と方向性につい

て論及するo

n r体育(・スポーツ)社会学Jと「体育の危機j

「体育Jをめぐる「制度Jや「権力J等に関する

研究は，歴史的には「体育社会学Jが担ってきたも

のであった。

なぜ，そうしりた“学"が成立しているにもかか

わらず，上述したような深刻な「体育の危機Jが突

如として体育社会学の領域といえる噸l度J，r権力j

からもたらされることとなってしまったのか。その

ことについて，“ 1.体育社会学の創設期 -r体育

の合理化Jをめざした竹之下・浅井ら先人たちのあ

ゆみ"“2.体育社会学の混苦L期 ー“現場"と“研

究"の輔佐。揺れ激く体育社会学， r体育・スポーツJ

へ・"“3.体育社会学の発展期 -rスポーツ相会

学Jの誕生ー"という 3つの変遷期に分け， r体育社

会学jの歴史を概観し，その経緯を探った。

皿 「体育の危放J のもうひとつの背景

「教育の自由化Jとし、うもうひとつの「体育の危

機jの背景を読み解くことを試みた。

簡潔にいえば， r教育の自由化Jとは，国家の統制を

緩めて市場や民間の活力に教育機能を委ねる動きの

ことである。こうした，いわゆる「成熟社会Jにお

いて「小さな政府jが目指されるとしづ動向(桝E

み)の中で， r体育Jが関われているのである。

N r危機Jの先にみる「体育j と社会学研究

まず，スポーツ社会学における「スポーツ文化論J

が教科「体育Jの社会的存在論を正当化することに

貢献できるとされているが，スポーツの文化論は未

だに不在といわざるをえない状況にあると考察した。

つまり，これまで体育・スポーツ社会学は若い“学"

ゆえに政策に根拠をあたえるための政策科学として

のみ機能してきでしまったのではなし功、そこで，

f身体の社会学jが「体育の祖会的存在論Jの正当

化に貢献できるのではないかという知見を提示した

いと考えた。 r身体論Jからの f体育・スポーツJの

編みなおし作業が必要不可欠であろう。

VI 体育・スポーツのアイデンティティを求めて

身体の相会学の究極の目的である「境界を侵犯し

たり，傷つきやすさを共有したりという思いがけな

いかたちで，わたしたちの身体が人と人とをつない

でいることを発見し，それを肯定できることJとい

う視長が， r医学・医療Jほどの臨床性を持たないが

ゆえに「科学界から軽蔑され，実践界から侮られるj

と言われる体育・スポーツ研究に風穴をあけ，新た

な道が拓かることによって， r体育(・スポーツ)J

のアイデンティティ確立というゴールが待っていよ

フ。
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医療法42条施設の経営形態に関する研究

O 行賞鉄平(久留米大学) 満園良一(久留米大学)

キーワード:医療法42条施設経営形態 I平分析

緒言

本研究の対象となる医療法42条施設(以下， 42条施設

と略す)とは，いわゆる「疾病予防施設jと附坊もるもの

で，医療機関の付帯事業として同法に規定されている施設

をさす.近年，運動療法の必要性は，生活習慣病予防対策

として高まりつつある. しかし，有病者が安全に，また，

安心して運動できる環蹟受け皿)は，筆者の知る限り少な

いのが現状である.この42条施設の普及に関しては，上

記のような有病者の運動環境を整備することや，近年，厳

しい経営環境に迫られている医療機関の新たな事業展開

の可能性を探ってして上でも問題視しなければならない.

しかし， 42条施設に関するこれまでの研究は，同施設内

でのプログラム実践効果(黒田ら， 2，∞15) (藤田， 2∞6) 

や，各施設の事例を紹介する論稿(駒市制icine，21∞1-...... 

2()(活)にとどまっており，施設のマネジメントを問題にし

た研究は皆無に等しい.

そこで本荷院では， 42条施設を開設している 137の医

療法人を対象にアンケート調査を行い， 42条施設の運営

に関する現状を把握するとともに，施設の経営形態に着目

することで，今後の普及課題を探究することを目的とした.

方法

1.42条施設における経営形態の吟味

山本司1961)，宇土(1984，1985)，八内198めの先行研究か

ら， 42条施設における経営形態を「医療機関のレベル:

診療所町凋涜Jr医療機関の主な診療科:外科or内科Jr42 

条施設の位置づけ:サービス向上町収益向上Jr42条絡設

の経理状況:一体町独立jの4つ状況で捉えることとし

たまた，上記の経営形態を決定づける要因として「サー

ヒ守ス性Jf:組織性Jr.経済性Jr地域貢献性Jrマネジメント

性jといった5要因を措定した.そして，上記4つの状況

と5要因の関係性を明確にしていくことで， 42条施設の

経営形鰯IJにおける施設の特徴を描き出すことを試みた.

2.42条施設の従事者に対するアンケート調査

1)実査方法:アンケート用紙を郵送し，回収lお犀信用封

筒て涯送してもらう郵送法を用いた.

2)実査期間:平成20年7月31日-......8月11日.

3)分析対象施設:49施設(有効回収率35.8%).

4)分析方法:①全体的な経営形態の状況に関しては単

純集計を施した.また，~輝営形態別における施設の特徴

は，先記4つの制兄別でグループ化を行い， 5要因「サー

ビス性 :4項目Jr車邸側主 :4項目Jr;経済性 :4項目Jr地

域貢耐空4項目Jrマネジメント性6項目jの合計22項目

による I-P(加開制限・卵白nnan句)?t析を用いて分析した.

結果と考察

①42条施設の全体的な状況としては，医療機関の規模

では「診療所J，医療機関の主な診療科では「内科J，42 

条施設州立置づけでは「サービス向上J，42条施設の経理

状況では「一体Jが多かった.また，収支は「赤字J(77.6%) 

が多く，会員特性としては， ω代の高齢者層の女性会員

が多く， 42条施設会員のうち，医療機関からの患者会員

は4.9割，有病会員は6.9割，退会会員は0.5割とし、う結果

であった.

②II-P分析による 5要因の全体的な評価伏況は，サービ

ス性，組細企，地蛾性の3要因では，重要度矧面の高低に

かかわらず達成度評価で平均よりも高い項目が多くみら

れた.一方，経済性，マネジメント性の2要因では，両評

価で平均よりも低い項目が多くみられた.また，経営形態

別による施設の糊設では，経湖主の評価は全体的に平均よ

りも低し、傾向であった.しかし，マネジメント性の特に重

要廊判面では，高低の相違がみられた.具備旬には診療所

よりも痢涜の方が，外科よりも内科の方が，サービス向上

よりも収益向上の方が経理一体よりも独立の方がマネジ

メント性の重要度評価が高し、傾向であった.

以上のように，本研究の結果からは，経営形脇1]におけ

る施設運営の特徴の相違(特にマネジメント性の重要度評

価の高低)を明確にすることができた.しかし，施設形態

に対応した具体的なマネジメント(運営方法)の検討には，

より詳細な分析が必要と思われる.



47 

運動参加タイプと他者意識および社会的スキルの関係

O 橋本公雄(九州大学健康科学センター)，行賞鉄平(久留米大学)

山崎将幸・堀田 亮(九州大学人間環境学府)

キーワード:逗蔀惨加タイプ他者意識社封切キル精神的健康

緒言

運動・スポーツ参加に伴う心輔句・社創句効果が指摘さ

れているが、そのメカニズムは明らか4こされていなし、。近

年のストレスやメンタノド¥ノレス(状働は人間関係に起因

していることが多い。運動・スポーツは他者との関わりの

中で成立するものであり、人間関係、を改善・促進する機能

を有している。

そこで、筆者ら凶軍動・スポーツ実施に伴うメンタルヘ

ルスの改善・促進効果を明らかにするため、その媒介変数

として人間関係に関連する要因の改善・促進を布置し、図

に示す仮説モデルを提示する。本研究はその一環として行

うものである。運動・スポーツ参加は様々な測定法がある

が、本研究では橋本・徳永(2002)が提唱する運動参加タ

イプとし、他4者意識およひ守士針句スキルとの関係、を明らか

にすることを目的とした。

rl人間関係要因|、

|ス黒f.~IQI ~社会的ス叫|叶幼レ
I I也容窓mII 

|独立変数媒介変数従属変数|

図運動に伴うメンタル~レス効果の偏見モデノレ

方 法

l対象およひ澗査時期

対象者は，資料の完全な K国立大学の l年生男女 315

名(男子お4名，女子81名)であり、平成20年4月初旬

に調査を実施した。

2.調査方法

調査尚受業担当の教員が実施し、回収した。

3.質問紙

1)運動参加タイプ:橋本(2002)が作成した6つの運動

参加タイプの分類法(競技スポーツ型、健康維持増進型、

レクリエーション型、ストレス解消・気晴らし型、運動・

スポーツ不足型、非運毅酷を用い、この中から一つを選

択させた。

2)相会的スキノレ:菊池(1998)が作成した討会的スキル

尺度を用いた。この尺度は、初歩的、高度な、感情処濯、

攻撃代替、ストレス対処、計画のスキルを含み、 18項目

(5段際平定法)からなってしも。

3)他渚意識:辻 G∞1)が作成した他渚意識尺度を用い

た。本尺度は内的、外的、空想的な3つの他者意識の下位

尺度からなり、 15項目 (5邸髭平定法)て構成されている。

いずれの尺度も信頼性と妥当性は確認されている。

結果と考察

社会的スキルの合計得点では、健康維持増進型が最も

高い得点を示し、つぎがスポーツ競技型とレクリエーショ

ン型であり、ストレス解消・気府らし型、運動不足型、非

運動型の'11頂で低偽京を示した[F(5， 275)=5.185， Pく訓]。一

方、他者欝龍の合計千阜県では、スポーツ競技型が最も高い

得点を示し、つぎが健康維持増進型、レクリエーション型、

ストレス解消・気晴らし型であり、運動不足型、手陣頭腿

の11頂で低得点を示した[F(5，275)=5.769， p<.01 J， 

運動・スポーツの参加タイプと健康状態や健康関車要因

との積極的関係、ぽすでに指摘されている(紙本:， 2∞2) こ

とであるが、今同運動参加タイプと他者意識::3よひ牡針句

スキルの聞にも密接な関係が示され、身体活動の多い者ほ

ど人間関係に関わる要因が良好であることが明らかにさ

れた。このことは、運動参加タイプからも図示した仮説モ

デルの検証が可能であることを/刊凌しているが、運動・ス

ポーツ鶏留程度を含め、運動のメンタル¥ルス効果のメカ

ニズムを明らかにしていくことが必要と恩わ礼る。

文献

橋本公雄・徳永(rr暗殺。∞12)運動参加タイプとその特性一

健康関連要因に基づく分析一.健樹ヰ学， 24:48・55.
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健康づくり運動の指導現場におけるニコニコペース運動の効用(第2報)

一運動時HRのニコニコペース平均逸脱量と降圧効果との関係一

0演泰之・江口慎一・松原建史(株式会社健康科学研究所)

進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:ニコニコベース心拍数慢性運動適応機構効果的な運動指導プログラム

目的

健康づくり運動の指導現場では， 1989年厚生

省が発表した健康づくりのための運動所要量の

年代別脈拍数に対応しているニコニコベース相

当の分時 HR(138・年齢-;-'2:年齢の単位は歳.以

下， NHR: Niconico Pace Heart Rates)を目安に，

運動強度の管理を行ってきた.その有効性につい

ては福岡大学運動生理学研究室より既に報告さ

れているが，指導現場レベルからの報告例はまだ

少ない.

そこで前回大会において，降圧薬非服用者で血

圧が正常高値以上の者を対象に，トレーニング時

HRのNHRからの逸脱率を基準に群分けし，群

ごとに比較したところ， NHRに最も近い逸脱率

が5%未満の群にのみ，有意な降圧効果を認め，

ニコニコベースを正確に管理することの重要性

を報告した.しかし，対象者の選別や降圧効果判

定の基準，降圧効果に対する影響因子など，現場

指導者に役立てるためには，さらに鍛密な分析の

必要ないくつかの課題が見つかった.

そこで本研究の目的は， NHRを指標とした運

動介入の有効性を降圧効果の面から再検証する

とともに，トレーニング、時のニコニコベース平均

逸脱量(以下， ADN: Average of Absolute Difference 

Values from NHR) と教室前後の降圧効果との関

係を再解析することとした.

方法

対象は，福岡県京都郡苅田町パンジープラザ主

催の生活習慣病予防を目的に週 3回， 1期約半年

間実施する健康運動教室参加者で，降圧薬服用者

と正常血圧以下の者を除いた高 SBP群206名(男

性 38名，女性 168名，平均年齢 60:t9歳)と高

DBP群(男性32名，女性 97名，平均年齢60:t8

歳)とした.ADNの算出方法は，個人毎の 30回

分のトレーニング時 HRとNHRとの偏差の絶対

値(逸脱量)を求め，それを平均し，低い値を示

した者から低 ADN群とした.

安静時血圧が，教室前後で正常血圧の範囲に改

善した者を降圧効果“あり"それ以外の者を“な

じ'とした.そして低ADN者から順に 33パー

セントタイルで 3分位にカテゴリー化し，ほぽ同

等数を低，中，高 ADN群に分け，ロジスティッ

ク回帰分析を行った.分析の際，高 SBP群では，

年齢，性別， トレーニング前の安静時血圧，喫煙

の有無，週あたりのトレーニング回数と時間，教

室期間中の合計運動時間，高 DBP群では，年齢，

性別，トレーニング前の安静時血圧，喫煙の有無，

週あたりのトレーニング時間， 36回目までのト

レーニング日数の影響を整合し，降圧効果の有無

のオッズ比と 95%信頼区間を算出した. p値 5%

未満をもって統計学的に有意と判定した.

結果および考察

高SBP群において，低ADN群の降圧効果をオ

ッズ比 1として比較した場合，高 ADN群は 0.3

であり統計学的に有意に低くなった (p<O.05). 

高ADN群の ADNの範囲が 7拍/分以上で、あった

ことから， NHRを r(138・年齢+2):t6J拍/分に

管理することで，効果的な降圧効果を望めること

が示唆された.

現場レベルでも正常血圧でない者を対象に，運

動中の分時脈拍数がNHRすなわちr138-年齢-;-.2J

を基準に実施することで血圧正常化のトレーニ

ング適応(慢性運動適応機構)を導出可能である

ことが示唆された.
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ジャイロセンサーを用いたランニングフォームの分析

0阿部健太郎(佐賀大学大学院)

目的

従来の研究ではランニングフォームについて研究

する際、画像解析が主流となっている。画像解析は、

まず撮影をし，ビデオI!!l.'{象をコンビュータに取り込

み、デジクイズを行ない、画像角耽庁をするというよ

うに多くの時間と手間がかかる解析方法である。H寺

聞や手間がかからずデータが出せる方法を考え、リ

アノレタイムにデータを出すことができるジヤイロセ

ンサーに注目した。ジヤイロセンサーは、物体の回

転の速さを測定することができる角速度センサーで

ある。

そこで本研究ではジャイロセンサーを用いてラン

ニングや歩行などの脚部のデータを求める方法につ

いて確立することを目的とした。

方法

被験者の足側部にジヤイロセンサーを取り付けて

縫いジョギングを してもらった。又、ジャイ ロセン

サーの信頼性を確認するために高速度カメラを用し、

て着地時の足部の4様子を線影した。

ジャイロセンサーで求めた角速度(図 1)を積分

することにより、角度(図 2)を算出するこ とがで

きる。積分のl探初期値が問題となるが、足部が完全

に地面に接地している局面を0度として初期値とし

た。こうして求めた角度と高速度ビデオカメラによ

り求めた角度を比較したところ、大きな違いがみら

れなかったことから、ジャイロ Eンサーによる角度

の算出については、問題ないと考えられる。

そこで次に、ジャイロセンサーを用いてランニン

グ速度や被検者の泣し、による足部の動きにどのよう

な特徴があらわれるかlこついて検討した。被験者2

名に歩行、軽いジョギング、やや速いジョギングの

3稀績でジャイロセンザーを取り付けて'実験をおこ

なった

ランニング

の振り戻しも速くなり、又、隣地後の蹴り上げが現

れることが分かった。被験者同士を比べると、隣地

後の蹴り上げの角速度(図 3)から、自在地後の足の

蹴り上げに違いがみられた。このようにジヤイロセ

ンサーからリアルタイムでデータがでるので今後の

研究で、有効であるといえるだろう。

ピデ対映像キーワー ド ジャイロセンサー
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図3 被験者2名のジャイロセンサーから求めた角

速度

結果と考察

被験者二人ともに3種類それぞれの特徴が現れて

いた。特徴として歩行から軽いジョギング、やや速

いジョギングになるにつれて、着地時間が短く、足
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階段昇降動作における下肢筋負担度の特徴について

0吉田竜也健児島大学大制局末吉靖宏観児島大学)有馬三恵健児島大学大判治

キーワード:階段昇降釧乍、自若負担度、筋電君、段抜き上り

1 .研究の目的

階段昇降動作は我々がごく自然な形で行なっている

日常生活動作であり、また平地歩行に比べると下肢へ

の負担が大きし、したがって、下側主へのトレーニン

グ効果があると思われるが、これまではその筋負担度

の定量化が困難て'あった。そのため、その定量化を図

ることができれば、日常生活の中で容易に下肢筋のト

レーニングを目的とした階段昇降動作を行うことが可

能と考える。そこで本研究では、筋電図を用いて階段

昇降動作の筋力発揮の定量化を試み、各制支の筋力発

揮の特徴や下肢筋力のトレーニング効果について検討

することを目的とした。

ll.研究方法

被験者は健常な男子学生3名である。被開完の決定

は、先行研究より歩行・樹子動作の測定に有効とされ

る排腹筋、大腿直筋、大腿二頭筋の3箇所とした。被

験者にはまず、平地での自然歩行を行なわせた。その

後、日常生活やスポーツのトレーニング場面等で頻繁

に見受けられる 6通りの階段昇降動作を行わせた。各

試技の内容は、 1段都屋上り、 1段都通下り、 1段駆け

足上り、 1段駆け足下り、 1段抜き上り、 2段抜き上り

である。なお、試技はそれぞれ2回ず寸子なった。

筋電の原信号は、サンプリング周波数2kHzでND

変換後、ローパスフィルタリングを行い、筋電波形の

低周波成分をカットオフ周波数20Hzにて抽出し、現

信号から差し引きする方法を用いた。これらの筋電図

のデータを全波整流した後、前後50点ごと 101点の

移動平均を取って平滑化した。このようにしてできた

波形は筋力発揮度を示し、各試技ごとに算出された中

から最も齢慌をPeakEMGとして筋力発櫛寺の指

標とした。それらを最大等尺性随翻完力発揮時の値で

正規化 (%MVC)し、相対的に評価した。また、自然

歩行との比較も行い、自然歩行時の筋活動水準の何倍

にあたるかでも矧面を行なった。なお、樹也のタイミ

ングに関しては、両足底4箇所に付けた荷重センサで

分析を行なった。

m.結果と考察

1段部屋上りと 1段翫亘下り、 1段駆け足上りと 1

段駆け足下りのように、同じ速度条件下における階段

上りと階段下りの比較では、全体的に上りの方が高い

値を示した。これは、下肢筋の大部分が抗重力筋であ

るため、重力に逆らい体重を持ち上げることになる上

り動作て育方活動量が大きくなることが考えられる。 1

段翫直上りと 1段駆け足上り、 1段部直下りと 1段駆

け足下りのように、異なる速度条件下での対象比較で

は、全ての被験筋において駆け足での上り下り動作の

方が高し、値を示した。このことから、動作の速度が速

まるほど筋活動水準が高くなることが考えられる。 1

段上りと段抜き上りとの比較では、全ての被翻刻こお

いて段抜き上りの方が高し、値を示した。よって、段抜

き上りの方がより大きな負荷がかかることが判明した。

また、荷重センサによる筋電のピーク値の出現時期

の分析を行なったところ、段抜き上り(特に2段抜き

上り)においては他の 1段での試技と異なり遊駒瑚に

大きな値を示す傾向にあった。これは、他の 1段での

試技が立脚朔における自体重の前方加速が筋負担にな

っているのに対し、段抜き上りではlHJJ椴割における上

方への下肢移動に各筋がより大きな力を発揮している

ためと考えられる。すなわち、段抜き上りでは他の 1

段での試技よりも段差が高くなり、それに伴って脚を

引き上げる高さと 1歩のストライドが大きくなるため、

遊腕瑚における脚の引き上げ動作がより重要になるた

めと考えられる。

下肢筋のトレーニング、効果に関しては、一般に筋力

を向上させるには4ωもMVC以上の筋力発揮が必要と

されている。本研究の結果では、排腹筋で全ての試技

で、大腿直筋と大腿二頭筋では自然歩行以外の試技で

この値を超えた。また、自然歩行時との比較において

は、速い上り下り動作で約2........4倍、段抜き上りで約5

........7倍の負荷がかかることが判明した。よってこれら

を踏まえて、階段の速い上り下り動作や段抜き上りは

下肢筋の筋活動水準を高め、下肢筋力の鮒守・向上の

有効なトレーニング手段となり得ることが期待できる。
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アメリカンフットボーノレ競技におけるゲーム中の活動量と

エネルギー産生能力との関係性

0久野聡之(福岡大学大学院)、田中守(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:アメリカンフットポール、ハドル、間欠白匂鵬、活動量、エネルギー産生飽カ

【緒言および目的】

アメリカンフットボーノレ〈以下ーアメフト)競技は、

プレー毎に作戦がベンチから入り、競技特有である

「ノ、ドルJと呼ばれる作戦タイム、いわゆる非運動

時聞が存在する。つまり、アメフト競技はハドルと

いう非運動時間を挟みながら高強度運動(プレー)を

行う間欠的運動であると捉えることができる。アメ

フト競技では、部分的な運動は矧寺間の高強度運動

が行われていることから、無酸素系のエネルギーが

重要であると考えられるが、 トータルの運動時間は

数時間にわたり爆発的なエネルギー発揮を持続する

能力が要求されることから、有酸素系のエネルギー

発補助も不可欠だと考えられる。これまで、間欠

的運動と発揮パワーの関係を検討した研究l桁われ

てきたが、エネルギー産生能力からみた個々の選手

のタイプの相違が、実際のゲーム中における活動量

に及ぼす影響について検討した研究は少なく、アメ

フト競技を対象とした研究は見当たらない。

そこで本砂院では、アメフト選手を対象として、

フィールドテストから得られたエネルギー産生能力

と、ゲーム中のプレー活動を分析して得られた活動

量との関係性を明らかにすることを目的とした。

【方法1
1.被験者

被験者は F大学アメフト部に所属する 4名(年

齢:20.0:!:O.82歳、身長:171.9:!:4.71cm、体重:

72.3:!:9.29kg、体脂肪率:15.2:!: 5.53%)であり、ポ

ジションは、ディフェンスの要て活動量が多く、パ

フォーマンスに対して種々のエネルギー産生能力の

優劣が最も反映されると考えられるLine

Backers{以下也)で、あるD

2.測定項目およびデータ分析

エネルギー産生能力の評価として、 Aτ1>-CP系能

力、現政系能力、有酸素系能力を測定するために、

25m方向変換走、 25m方向変換走XI0回、 12分間

走を実施した。活動量の評価として、ビデオカメラ

で撮影したゲーム(2試合、計 5Oplay)を再生し、ゲ

ーム中の動作を Jogging、Stepping、Running、

Sprin也19、Contact{以下-11頂に J、St、R、Sp、C)

の5つのカテゴリーに分類し、各種の動きの出現頻

度と活動時間を分析し丸統計処理はr:{¥testを用い、

有意水準は5%とした。

【結果および考察1
1.エネルギー産生能力の測定結果

それぞれのエネルギー産生能力の実測値を

r:{¥scoreに換算し、AnaerobicindexとAerobicindex 

を算出した。Anaerobicindexに対する Aerobic

indexの比が 1以上の者をAerobicType{以下・有気

掛、1未満の者をAnaerobic可rpe{以下・無気掛とし

た結果、被験者4名は2名ずつに分かれた。

2.活動量の結果

動作の出現頻度は、 Sprintingが最も多くQ、St、

R、C: p<O.OU、次いでContactが多い結果となっ

たω、St、R:p<O.oI)。そこで、 Sprinting、Contact

に着目してエネルギー産生能力との関係、を検討した

結果、 Sp血1也19出現頻度は有気型の方が多し、傾向

にあったo また、試合を通しての活動時間も同じ結

果となった。Margariaらは、運動期に分解された

高エネルギー燐酸は休息、期に有酸素系のエネルギ

ーを用いて再合成されると報告していることから、

有酸素系能力に優れることで非運動時間であるハド

ルの聞にATP-CPを再合成でき、試合を通してエネ

ルギ一発揮を持続できたものと考えられるo 逆に、

Contact出現頻度は無気型の方が多し、傾向にあった。

これは、 LBの中でのポジショニングの違いが関与

しているのではないかと考えられ、今後更に被験者

を増やして分析していく必要がある。

【おわりに]

今回の実験では、被験者4名のみでのタイプ分けで

あるため妥当性は低く、アメフト選手に必要なエネ

ルギー産生能力を導き出すに至っていなしL今後更

に被験者を増やして検討していく必要がある。
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サッカ)選手育成システムについての比較研究

~中国を中心として~

O~東寿(鹿屋体育大学大学院)

竹下俊一(鹿屋体育大学)宮田和信(鹿屋体育大学)前田博子(鹿屋体育大学)

キーワード: サッカー中国選手育成システム体育学校

緒言

サッカーは現在、世界で最も人気がある

スポーツ種目の一つである。ナショナルチ

ームを強くする最も有効な方法は、若くて

有能な選手を育成することがあげられる。

各国のサッカー水準は若い選手のレベル

と直接関係があり、世界各国はそれぞれ異

なったシステムで選手育成にカを入れて

いる。

世界的に見るとサッカー選手育成には、

学校・サッカークラプ・サッカー協会など

が関わっているが、中国では社会主義国の

システムの体育学校でスポーツ選手全般

が育成されてきたことが知られている。一

方、1994年にプロサッカーリーグが始まり、

2002年ワールドカップに初めての出場を

実現するなど大きい変化が見られている。

そこで本研究の目的は、現在の中国のサ

ッカー選手育成システムがどのような変

化を見せているのか、その構造を明らかに

することである。

方法

研究方法は文献調査とインタピュー調

査を行った。文献データは中国及び世界の

サッカー選手育成に関する論文、書籍、ウ

ェッブサイトから得た。インタビューは電

話及び電子メーノレを用い、上海体育大学の

教授かっ上海申花クラブの顧問と上海楊

浦区区少体のコーチなどに対して行った。

結果

世界的に見るとサッカー選手は、学校、

サッカークラブ、サッカー協会が作るシス

テムによって育成されていることが分

かった。代表的な例としてはサッカー協

会が育成組織を作っているフランス、サ

ッカークラブが中心となっているイン

グランド、学校運動部を中心に育成を行

っている日本などがある。中国では大学

サッカ一部、サッカー協会の作るサッカ

ー学校、プロクラブの下部組織、スポー

ツ選手育成の体育学校の四つのシステ

ムが見られた。大学サッカーは 2000年

にリーグが開始され、2006年 1月までに

7人のプロサッカー選手を育成した。サ

ッカー協会は 1996年 9月に中国サッカ

ー学校を設立し、 2006年 7月までに 14

人のプロサッカー選手とそのうち4人の

中国代表選手を育成した。クラブの育成

組織は地域による差があり，上海におい

ては新たな育成システムであり、まだ成

果を残していない。上海のプロクラブ申

花では、2008年登録中国選手の内85.2010
が体育学校で育成され、東亜クラブでは

その割合は92.6%に達していた。このよ

うに、いまだ中国のサッカー選手育成の

中で体育学校は大きな役割を示してい

たことが分かった。

結論

1)中国サッカーの選手育成は、現在

も体育学校が中心である。

2)体育学校が主な育成システムでは

あるが、学校の運動部、クラブの組織、

サッカー協会の組織という新たな育成

システムも近年見られるようになって

きている。
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ヨット競技における知識テスト

一高校生を対象として一

0坂口英章(福岡経済大学・福岡大学スポーツ健康科学研究科) 青柳 領(福岡大学)

キーワード:テスト理論 クロンパックのα係数主成分分析

目的

ヨット競技は、技術的な要素が重要となる競技で

ある. (青木， 2006;佃 2∞3)そして、その掛荷は

戦術やヨット操作の基本的な知識が十分備わってい

ることが大前提である(WIU∞IX，1993). しかし、ヨ

ット競技に必要な知識に関して、体系的に検討され

た研究は多くはな"'0また、その知識水準は競技レ

ベルで一様ではなく、競技水準に応じて異なること

は十分に類推することが可能である。よって、本研

究では、比較的経験が少ない高校生選手を対象に、

その知識を測定するテストを開発することが目的で

ある。

労法

1.テスト項目

テスト項目は、高規 (2007)、日本セーリング連盟

(2∞15)、W榔(1976)などが解説している内容を

もとに、犠装、セーリング、レース、ストラテジー、

タクティクス、気象に関する 6つの要因からなる 95

項目である。各項目は概ね7つの選択肢からなり、

被検者は選択肢の中から国平と思われるものを解答

した。

2.対象者および調査方法

調査は2∞6年 12月に小戸ヨットハーパーで行わ

れた福岡県冬季合宿に参加した高校生 19名、同年

12月に大分県別府北浜ヨットハーパーで行われた

大分県冬季合宿に参加した高校生 35名、そして、

2008年3月に開催された全九州高等学校選抜ヨット

選手権大会に参加した58名の計 112名であるD

調査(試験)は対象者をヨットハーノ〈ー内の一室

に集め、本調査の趣旨を説明し、同意を得た後に行

ったo ただし、実施時間については特に制限を設け

なかった。

3.分析方法

試験後、正解には 1点、誤答にはO点を配点した。

そして、 1次元尺度のテストを選ぶために主成分分

析を行い、有意な項目を選択した。また、テストの

信頼性はクロンパックのα係数により求めた。

結果と考察

1.採用されたテスト項目

主成分分析の結果、有意な主成分負荷量を示した

のは、「春一番の特徴 (0.598)J r国際信号旗P(0.583)J

Uレースカバーポジション(0.552)Jなど57項目であ

った。採用されたテスト項目に共通した点としては、

「国際信号機PJrノレースカバーポジションJなどの

ヨットの名称に関する項目、「マークタッチペナルテ

イJr下マーク回航トリムjなど各室手が共通する行

動に関する項目であった。逆に、採用されなかった

項目としては、 r2艇とミートする際の対処・0.125)J

f風の影響のあるミート(0.058)Jfll間信のあるカバー

(・0.017)Jなどのヨットのタクティクスに関する項

目などが多く、比較的経験年数の少ない高校生であ

ることを勘案すると判断能力が確立していないこと

などが影響していると考えられる。

2.テストの信頼性

テストの信頼性をクロンパックのα係数に求めた結

果、 O.872であった。通常、テストの再現性として

は0.8以上が好ましいといわれており、本テストは

十分な信頼性を持っていると考えられる。なお、す

べての調査項目を用いて求められたα係数は0.824

であり、選択した後の方がかなり改善していた。

3.テストと競技成績・経験年数との関連

テスト得点(正答数)と 5段階に分類された競技成

績、経験年数との相関係数を求めた。結果、競技成

績とはO.231、経験年数とはO.415であった。い

ずれも有意な関連を示したが、競技成績よりも経験

年数の方が高い相関であった。これはヨット競技の

ための情報を収集する時間の差などが原因と考えら

れる。
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局所泳における criticalswimming velocityの検討

0府内勇希・星子和夫・陶山三千也(西日本短期大学)

キーワード:critical swimming velocity プル泳 キック泳

目的

critiω1 swimmi喝 vel∞ity(以下、 Vcri)は無酸素性作業

関値などと同様に、持久的能力をー制面するのに適した

指標である。ただし、これは全身泳のみで明らかlこさ

れていることである。そこで、本研究では競泳のトレ

ーニング法で、ある上肢運動のプル泳、下肢運動のキッ

ク泳においても、 Vcriが持州強力を矧面するのに適

した指標になりうるかどうカ検討すること、また、こ

れらの簡易推定法を検討することを目的としむ

方法

1.被検者

被検者は大学水泳部に所属し、全国大会出場経験の

ある男子競討d墾手14名であった。

2.プル泳、キック泳の規定

局砂崩くは、水泳のトレーニング、法として一般的に用

いられているプル泳、キック泳と同様の形式とした。

3.測定方法

q湯大酸素摂取量の決定

プル泳、キック泳の最大酸素摂取量以下、 VU:2脚J
の測定は25mプールで行った。方法は、 2仙 n全力泳

直後から20秒間の酸素摂取量をDo帰路加gに採取し

VUmmxを推定する外挿法によった。また、 2∞m 全力

泳時の記録を測定した。

②IVcriの決定

泳速度を自由に制御できる垂直循環型回流水槽に

てVcriを決定した。 Vcriは数種類の泳速度において、

疲労困懲まで泳いだ時の泳時間と泳蹴監との回帰直線

くなり、身体の位置が開会部寺から 1m後方に下がるま

での時間とした。また、泳距離は全力泳時間と泳速度

を乗じて求めた。

結果・考察

図 1にはVcriと2∞m全力泳の記議紡=ら求めた泳速

度(以下、 V2，∞)との関係、を示し丸プル泳、キック泳

でVcriとV21∞との間に有意な相関関係、があった。先

行研究によると、全身泳においてVcriは、疲労困悠に

至るまでの全力泳時間が2分以上である場合の泳速度

と密接な関係にあった。これより、たった2........... 3分間の

全力泳だけでも Vcrlを推定できるとしている。本研究

での被検者の 2∞m全力泳の平均掛から泳時間を算

出すると、プル泳で2分 03秒 70、キック泳では2分

46秒 76であった。したがって、プル泳、キック泳に

おいても 2...........3分間、つまり 2∞mの全力泳だけで非常

に高い精度でVcriを推定できるといえる。

図2にはVcriとVU:2maxとの関係、を示した。プル泳

では、vαiとVU:2maxとの聞に有意な相関関係があった。

これより、プル泳のVcriは水泳における上肢の持州句

能力を評価するのに適した指標であり、指導現場で活

用できるであろう。しかし、キック泳では Vcriと

VUmmxとの聞に関係がなかった一般的に、持久性の

競技では V仇臓や無酸素性作業関値などの持久的能

力が高いことが要求されるが水泳のキック泳におい

ては、これらの指標よりも技体泊句な要因に依存する可

能性が高いことが考えられる。

の勾配に相当するとされている。そこでプル泳とキ 1.8 

ツク泳において全力側聞が 30秒'...........1げ となる細 116 

で、あらかじめ5つの泳速度を設定し、それらの泳速さ14

度で被検者に疲労困懲まで泳ぎ続けるように指示した。〉t2

合計10回の測定凶l慎不同で行った。被検者は開始の合 10 

Y:22ふぷF仰

J?733:;MS 

70.0 

J454 
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図まで、水流に流されないように検者が持つロープに 06 08 LJL14  16 

つかまり泳ぐ姿勢を保った。なお、すべての被検者は 図1 力琳丸キック泳における

頭の位置を目安として身体位置を統一し九全力泳時 V伺とv2∞の関係

聞は、被検者が疲労で指定された泳速度て泳ぎきれな
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VCri(1町ぜ'sec)

図2 プJL1*.キック泳における

V伺と VU:b閣の関係
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サイドステップからみた

ミニバスケットボーノレにおけるトレーニング要素

O 北原武(佐賀大学大学院)池上寿伸・坂元康成(佐賀大学文化教育学部)

中原貴典(佐賀大学大学院)

キーワード:ミニバスケットボール トレーニングサイドステップ運動観察 動作分析

I. 目的

神経系統の発達が著しい9.......12歳のゴールデ、ン

エイジの時期に、敏捷系のトレーニングを行なうこと

は、効果があると言われる(金原， 1969)。バスケット

ボ‘ール競技のディフェンス技術における敏捷性を高め

るためのトレーニング方j去は研究されてきたが(イ鴨

智治山本，利春;松本t佳隆;2002)、小学生を対象と

したトレーニング方法は確立されていない。

そこで本研究では、小学生関渚における、ミニバス

ケットボールのディフェンス技術に効果的なトレーニ

ングの要素と方法lこっして、サイドステップの観的=

ら明らかにすることを目的とし乞

ll.対去

1.対象

対象は、 S市内のミニバスケットボールチームに

所属している8.......12歳の小学生女児104人を対象

とし九

2.方法

敏捷性トレーニング群(律動的な跳躍運動を取り

入れたトレーニング‘群)・技術トレーニング‘群(バ

スケットボールのディフェンス姿勢を取り入れた

群)・非トレーニング群(コントローノレ群として通

常練習のみ)の3つに分け、それぞれのトレーニン

グ群で2ヶ月間、週4回トレーニング、を行なったo

3.期日

トレーニング‘前の測定は平成20年3月上旬に、

トレーニング後の測定は平成20年5月下旬から 6

月上旬にかけて測定を行った。

4.測定試技

文部科学省体力テストで用いられている反復横

倒K尺サイドステッフヲを用いた。

5.実験方法

測定時の反復様眺ひ勃作を被験者の正面から 12

m45と14m州立置に設置したビデオカメラ 2台で

撮影した。

6.分析手順

1 )運動観察分析

VTR再生により、 2つのトレーニング群聞のサ

イドステップにおける動作フォームや身体部分の

動き等の運動観察分析を行った。

2)動作分析

2つのトレーニング、群におけるサイドステップ

スコア及ひ漣動観察分析により分けた上位群・下位

群の中から各10人を任罰由出し動作分析を行った。

ill.結果および考察

1. トレーニング、前・後の比較において、敏捷性ト

レーニング群と技術トレーニング群ともにサイド

ステップのパフォーマンスの向上が見られた。また、

敏捷性トレーニング、群よりも技術トレーニング、群

のパフォーマンスがより向上した。その技術トレー

ニング群で、は、運動観察分析における糊敷として低

い移動姿勢が見られた。

2.動作分析により、上位群は下位群に比べ身体重

心の移動速度が遅く、すなわち、重心の位置をあま

り変動しない型のサイドステップを行っているこ

とがわかった。 (p<0.05)この型は、技術トレーニ

ング群の特徴でもあり、バスケットボールのディフ

ェンス姿勢との類似を示すものである。

以上のことより、小学生関皆におけるトレーニン

グ要素として、重心の位置を一定に保ったまま素早

く正確に動くことの重要性が示される。このことか

ら、ミニバスケットボールのディフェンス技術にお

ける追従動作やオフェンス技術におけるカットイ

ン動作の動き始めの1歩を高めることにもつなが

ることが利変される。

IV.まとめ

1. 8.......1 2歳の時期におけるサイドステップのト

レーニング、効果があった。

2. ミニバスケットボールのトレーニング‘要素とし

て、重心を一定に保ったまま動くことが重要である。
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レスリングの攻撃動作と防御動作の構造的関連(2)

一競技レベルと体重による差異一

0藤山光太朗(福岡大学)青柳領(福岡大学)安達巧(日本体育大学)

松本慎吾(一宮運輸) 藤山慎平(日本体育大学)

試合分析

【目 的}レスリングでは体重などの形態測定値が

様々な体力の違いを生む要因になったり、あるいは

体格そのものが各選手の試合中の動作パターンを決

定する要因となることから、藤山ら(2006)は、攻撃

動作およひ防御動作の構造的関連を階級別に検討し

ている。しかしながら、そこでは階級ごとに集計さ

れた両動作の頻度からであり、個々の攻撃動作とそ

れに対する防御動作との対応を検討したものではな

い。また、体重に加えて、競技レベルも攻撃と防御

動作の対応に影響を及ぼすと考えられる。そこで、

本研究は、個々の攻撃動作と防御動作の対応する頻

度をもとに、階級別およひ競技レベル別にそれらに

関連を総合的に検討する。

{対象・分析方法】研究対象は、平成 18年度明治

乳業杯全日本選抜選手権大会(37試合、以下「選抜J)

と平成 19年度西日本新人戦 (97試合、「西日本J)

のフリースタイル全7階級、 114試合を分析の対象

とした。記録方法は試合を DVCに録画し、後日再

生して試合中の個々の攻撃動作と、その効果がない

場合の防御動作を、藤山ら (2007)の動作分類表を

用いて集計した。

競技レベルは、オリンヒ。ックの選考などにも用い

られる「選抜jの上位競技レベル、学生の地域大会

である「西日本Jを下位レベルと仮定し、その差違

を競技レベルによる違いと考えることにした。また、

階級区分は、十分な動作数を確保するために通常の

体重区分の7階級を、55k g ---74 k g級を「軽量級J、

84k g~120k g級を「重量級Jとしてまとめた。そ

して、その差を体重による違いとみなすことにした。

そして、それらに対して、双対尺度法(西旦 1999)

を用い、その関連を示す布置を求め、攻掌・防御動

作の構造的な関連を検討した。

【結果と考察】

1.競技レベルによる差違

「踏ん張るJrBack StepJ r足を引くJはいずれも非

常に近い位置関係にあり、また、「かわすJも比較的

近い関係にあり、競技レベルによる違いはみられな

かった。しかし、「回り込むJは「西日本Jでは「押

し出しJと「ガブリから振ってパックJの双方に近

い位置にあるのに対して、「選抜Jでは「押し出し」

とは遠い近し可立置になっていたo つまり、「西日本j

では「押し出しJと「ガブリから仮ってパックJの

双方に対して「回り込むJ防御動作が用いられるの

に対して、「選抜」では「押し出しJにはあまり用い

られていないことになる。これは、「西日本Jの方が

場外際での試合展開が多いことが原因と考えられる。

そして、「すかす」は「西日本Jではタックルに関連

する攻撃動作に近いのに対して、「選抜Jでは「ガブ

リから振ってパックJに近し、位置にあり、「ガブリか

ら振ってパックJに対して「すかすJで対応する頻

度が高いといえる。これは、「選抜Jの選手がタック

ル系の攻磐動作に対して、「すかすJ以外での防御動

作で対応したことが原因と考えられる。

2.体重による差違

競技レベル同様に、「踏ん張るJrBack StepJ r足

を引く JrかわすJには著しい差違はみられなかったo

しかし、「回り込むJに関しては、軽量級が「押し出

しJと、重量級が「ガブリから振ってパックJと近

し、位置にあり、多くの頻度で対応していた。これは、

軽量級での場外際の試合展開の頻度と、重量級の選

手が攻撃側からガブられる頻度が高いことが原因と

考えられる。また、「すかすJに関しては、軽量級が

「ガブリから振ってバックJと近し可立置にあったの

に対して、重量級は「小外刈りJと比較的近し、位置

関係にあり、それらの攻撃動作に頻繁に対応してい

るといえる。これは、重量級の選手に「小外刈りJ

を得意とする選手が多く、それに対応した結果であ

ると考えられる。
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鉄棒における「前方浮腰回転振り出し 1回半ひねり倒立J

に関する研究

0演崎峻介・北川淳一・斎藤卓(鹿屋体育大学)

キーワード:前方浮腰回転振り出し技群 技術開発

目的

鉄棒における「前方浮腰回転振り出し技群j は、

早くより開発が為されてきた技であるにも関わらず、

この技の発展技は1回ひねりを加えた運動形態まで

しか発表されていなしLそこで本研究は、「前方浮腰

回転振り出し 1回半ひねり倒立Jを、実際に著者が

習得をすることで、「前方浮腰回転振り出し技群jの

発展可能性を示唆し体操競技の発展に寄与すること

を目的とする。

方法

L 資料の収集及び考察方法

2007年 12月4日から 2008年2月27日まで30分

--40分の練習を 1週間に1， 2回のベースで、約 3

ヵ月間行ったo 著者はこの技を練習するときには、

なるべくその実施をビデオ撮影して映像に収めるよ

うにした。撮影した映像から必要な部分を選び出し

トレースし、キネグラム継起的静止画像)を作成

した。また、腰角が減少したところをOコマとした。

さらに、練習時に何を考え、どんな感じであったか

を後で確認できるように、自己分析を行い記録ノー

トに残した。

本論ではこうして得られた記録用紙とキネグラム

を主な資料とし、モルフォロギー的立場から運動分

析を行った。

2. 考察の手順

この技の練習を開始した日から約 3ヵ月間を、大

きく 3つの段階に分けた。この段階は著者自身が練

習していく時に設定した実施課題や、練習の中で生

じた問題やその対処、練習の中で各動作の捉え方に

生じた変化や感覚上の転機などをもとにして分けた

段階である。

結果及び考察

1. 段階練習分け

・第一段階(パーを持てなくても、とりあえず 1回

半をひねることができるまでとした。)

新技

・第二段階 (r前方浮腰回転振り出し 1回ひねり倒

立Jに修正を加える段階とした。)

・第三段階 (r前方浮腰回転振り出し 1回半ひねり

倒立jが成功するまでとした。)

2.段階練習の分析

・第二段階(上昇中に 1回ひねり切る練習)

著者はひねりが遅くパーを持てない状況を改善す

るために、色々な選手の「前方浮腰回転振り出し 1

回ひねり倒立j を観察していた。その中で、日本大

学の田中選手は、飛び出した直後に離手した手が屈

曲され、次へのひねりかけを行い上昇中にひねり切

る「前方浮腰回転振り出し 1回ひねり倒立Jを行っ

ていた。著者は、離手した手が伸びおり、上昇中は

半分ひねりまでしかひねりが終了していなかったo

著者は 1回ひねりを行う際に、半分+半分という意

識でひねりを行っていることから、こういった実施

になったと考えられる。素早いひねりかけを行うに

は1回ひねりの意識が必要であるという考えに至っ

た。そこで離手した手で素早くひねりかけを行おう

としたが、ひねりばかりに意識がいってしまい、勢

いがなく軸がぶれ、倒立になることができなかったo

そこで、腰角を一気に開くことで強い上昇カを獲得

し軸ぶれをなくそうとした。この意識て飛び出し、

離手した手で素早くひねりかけを行うことで、上昇

中にひねり切る実施を成功することができた。

まとめ

本研究では、固まぐるしい速さで発展する体操競

技において、 1回ひねりの運動形態までしかない「前

方浮腰回転振り出し技群jの発展可能性を示唆する

ことができた。また 1回半ひねりの成功により 2回

ひねりへの発展可能性も示唆することができ、体操

競技の発展に大いに寄与することができたと考えら

れる。
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福岡県中学校における剣道の実施状況と実践上の課題

0本多壮太郎(福岡教育大学)

キーワード: 中学校体育武道必修化剣道

目的

学習指導要領の改訂に伴い，中学校では体育におい

て I武道Jが必修化される。現行の学脅指導要領では，

全生徒が履修する合同域のほか、 1年生は武道，ダンス

から 1つ，2，3{ド生は武道，ダンス，樹支から2つを選

択することとなっているむ新学習指導要領では， 1，2年

で全領域を履修し， 3年から選択市IJが導入されること

になる。これは，多くの種目領域の学習を十分にさせ

たうえで港駅性に移行できるようにという考えととも

に，改正された教育基本法に盛り込まれた我が国の

「伝統と文化の尊重Jは，武道の授業を通じて育むこ

とができると判断されたことによるものである。

武道必修イ七においては，指導者や道具，設備等の学

校における学習環境泊、濯っているか短期間の武道の

授業でどのような教育的効果が望めるのかなどの疑問

や課題，また，戦前の武道への逆行ではないのかなど

の懸念そ批判も広がっているようである。

本研究は，武道の中の貧IJ道を取り上げ，学習指導要

領の改訂に伴う中学校体育の武迅必修化に向けた剣道

教育のあり方を考えるための基礎的データとして，福

岡県の中学校における学校体育「貧l随Jの実権状況と

実践上の課題を把握することを目的とした。

方法

本研究鶏包のため福岡県内の全中学校 342校から

無作為に抽出した 120校に質問紙を郵送し，それぞれ

の学校の保健体育科主任及ひ演!随を専門的に指導する

教員がいる場合にはその教員に質問紙への回答を側買

しむ質問紙を通して，保健体育科主任へはそれぞれ

の学校での武道の実施制兄に関する質問を，剣道担当

教員へは，揃ってし、る防具明切の鋭武道必修化の

背景についての理角主必修化後の授業への取り組み方，

指導上の問題点，剣道競技団体や教育研究機関などに

期待することなどに関する質問を行った。回収率は

99.]7% (119校)でこのうち有効回答率は l∞%で、あ

ったo

結果と考察

対象となった中学校おける武道の実施状況につい

ては，柔道のみを実施している学校が全体の 43.70%

(52校)で最も多く，次いで，どの種目の武道も実施

していない学校が 32.77%(39校)，そして貧IJ道のみ

を実施している学校が 11.76%(14校)，剣道と柔道

両方を実施している学校と他の武道種目を実施して

いる学校が共に 5.88%(7校)と続いた。剣道が実施

されている学校は全体の 17.64%(2]校)であり，柔道

の実施率 49.58%(59校)と比較するとかなり少ない

ものであった。

貧!随を実施している中学校2]校のうち，剣道を専門

的に指導できる教員により授業が鶏値されてしも学校

は]9校であり，これらの学校のうち， 1クラスの生徒

が使う防具が全て十分に揃っていると回答した学校は

わずか5校，どれも十分に揃っていないと回答した学

校は 12校であっfこ。

学校体育貧l随の目標を達成する上で教員が指導上

感じている問題については 「試合・審判規則を理解

させるのが困難で、あるJ としづ意見が全体の 393~もで

最も多く，次いで， r生徒の興味、関心を引き付けるの

が困難であるJとしづ意見が3333%と続いた。また，

f武道必修化に伴い、授業への取り組みに関するどの

ような点を改善していかなければならないと感じてい

るかJしづ質問においては「礼儀や公平な態度」など

の宇鴎行的側面に関する意見が36360/0，て最も多かった。

中学校は体育で貧I随を学習する最初の段階であり，

防具はなくとも竹万令ド刀のみで授業を行い，基礎・

基本を獲得に焦点を晶、た指導方法を実値することは

可能であろう。しかし一対ーの格闘形式の運動種目

である剣道の醍醐味を味わいまた同時に武道として

の伝統的行動の仕方や礼節的側面の理解・実践をも図

る学校体育貧l随の授業を展開していくにあたっては

今後のさらなる現場の現状や実践上の問題点の把握，

そして，その上での授業展開のあり方に関する研究の

発展が待たれるところである。
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小学生対象 ro同体と脚の関係j学習前後の立位体前屈値

O 原田奈名子(佐賀大学)・古津小百合・原部聖子(佐賀大学大学院教育学研究科)

キーワード:立位体前屈，胴体と脚の関係，股関節

はじめに

体っくり運動の学習内容は何か。筆者は、日常の

生活行為やスポーツに転移可能な学習内容として、

「身体のっくり・はたらき・しくみjに関する知識・

認識を基にした運動を考えている。本研究は、「立

位体前屈j の測定値を指標に、 rs同体と脚の関係J

を学習内容とした際の学習教材の開発検討が目的

である。

方法

小学校6年生に 45分の授業を 3クラスに実践。

指導者は筆者。各クラス約 30名、計 95名。調査

期間、 2008年4月 17--21日の 1、3、2校時。【授

業の流れ】授業開始時に立位体前屈値測定(Pre1)、

質問紙による「目同体と脚の関係、Jをテーマにした

股関節に関する、認識・知識・意識を問う調査。

骨格モデルや資料を見ながら動く 20分程度の学習、

学習後の測定{Post}と同一用紙による事後調査。

事後測定値が学習による効果かを検証するため

に、 B1，B2のクラスは、初回測定後、 7分程度、

各自が走ったり、ストレッチをしたりなどのウォー

ミングアップをし、その直後に再度測定(Pre2)。対

照クラス Aは初回測定(Pre1 )後、即、学習にはい

る。なお、全クラスとも数名ずつ8ヵ所で計測。ど

の測定も各自 1固とする。

結果と考察

1.立位体前屈値のクラス毎平均値±標準偏差を比

較した(表1)。その結果、全クラスとも、学習後に

有意に向上した(p<O.OOO。ウォーミングアップ後

の測定値と学習後比較において、 2クラスとも学習

後に有意に向上した(p<0.001、pく0.05)0

これより、学習後の立位体前屈値の向上を、学習

の効果とみなすことができょう。

表l 立位体前屈測定値比較(c同

M伺 n S.D. ・ヤく0.001ヤ<O.OS

A (n=30) 町宮 5.2 5.7 

Pωt 9.6 4.9 Pre1<Post 寧寧

Bl (n=32) 日吉 4.2 64 Prel<Pre2 $事

2 8.1 6.6 pre2く:Post 調ー

自問

Pωt 9.2 6.6 Pre1<Post 事事

B2 (n=33) pre 5.2 6.7 PrelくPre2 事事

2 8.5 6.2 日泣く:Post 事事

Post 10.4 6.2 Pre1<Post 事 $

2. rn同体と脚の関係」をテーマにした股関節に関

する、認識・知識・意識を問う学習前後調査から、

以下のことがわかったo

0股関節位置の認識を問うため椅子に座位する2種

のイラストの選択を求めた結果、学習後に「脚が尻

の一部になっているj のではなく、「脚が尻の途中

からついているJと認識が改められた。

0学習後は、ほぽ 100覧が股関節という言葉を知って

いた。正面と側面の身体の輪郭図に股関節位置の図

示を求める知識調査では、横図より正面図の方に正

解率が高かったD 側面図については、誤答率が緩や

かに減少した。正面図においてはやや上昇もみられ

た。どちらも正解率の向上に未記入の減少が関与し

たと推察される。

0立位体前屈時の意識の向け先を知識調査と同一の

側面の輪郭図に図示を求める調査では、学習前はウエ

ストラインが多かったが、学習後は70%以上が骨盤や

股関節を意識した(表2)0

3.測定値と、学習後に、認識、知識、意識とも良

い方に修正された群と他とを比較したが、特に傾向

を見いだせなかったo また、項目毎についても、特

に傾向を見いだせなかったo つまり、知識や意識の

修正が個別の測定値に反映したか、不明である。

まとめ

学習後の値の向上は学習の成果と考えられるD そ

れは、股関節位置の知識を修正・獲得し、前屈時の

意識の向け先をウエストラインから骨盤や股関節に

向けたからと言えよう。ただし、知識や意識の修正が

行為に反映できたか、さらにそれらが修正で考れば

測定値が伸びるとも限らない。また、すでに学習前

に 20cm程度を示した場合、感想文の「はじめから

股関節から曲げていたのかもしれませんjの例のよ

うに、認識がなくても行為が正確な場合もあり得る。

身体輪郭図に図示を求めることによって、認識・

知識・意識を問う調査方法をはじめ、多くの課題が

残った。

表2 立位体前屈時の意識の向け先比較(%)

股関節骨盤 Iwライン 上背部 その他 未記入

伊 postpre戸stipre po鋪 p四 po訴 pre 戸stpre post 

A 0.0 16.7 0.0 56.7 66.6 6.7 16.7 0.0 13.3 0.0 3.3 20.0 

Bl 6.3 31.3 6.3 65.6 62.6 3.1 18.9 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 

B2 6.1 21.2 9.1 57.6 45.5 6.1 6.1 3.0 27.3 3.0 6.1 9.1 
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体育授業における学習成果及び学びの履歴を把握する方法の開発

0海野勇三(山口大学)，中島憲子(中村学園大学)，鐘ケ江淳一(近畿大学九州短期大学)

キーワード:学びの履歴，学習成果，教師の指導性，学習への構え，学習環境の基礎的条件

1 . 目 的

本研究の目的は，小学校における体育授業の中で，

児童がどのような学びの経験をしているのか，その

学びの経験の内実と履歴およびそれらと学習成果と

の関連を明らかにするための調査方法の開発するこ

とにある.

2.学びの結果・過程の次元設定と項目選出

①まず初めに，体育授業研究のためにこれまで開

発されてきた測定尺度に着目し，先行研究の検討を

行った.②次に、子どもたちが体育授業のなかでも

った学ひ・の経験・その履歴をトレースするためのフ

レームを検討した結果， r学習成果Jr学習環境Jr授
業の雰囲気Jの3次元 12カテゴリーを設定した.③

さらに，先行研究で用いられた項目を先の次元・カ

テゴリーに分類・選別し (95項目)，新たに，学び方

やジェンダ一等に関係する項目を追加して(15項

目)，計 110項目を選出した.④その後，予備調査

を実施して，その結果について現職教員3名の協力

を得て再度検討した.最終的に r学習成果Jr学習

環境の基礎的条件Jr教師の指導性Jr学習への構えj

の4次元 18カテゴリー(109項目)で構成される調

査票が作成された.

3.本調査の実施と手続き

山口県内の公立中学校から地域ノ〈ランスおよび学

校規模を考慮して9校を抽出し，各校に在籍する 1

表 1.各次元で抽出された因子.項目数および信頼性係数

学習成果(22項目) 学習環境の基礎的条件(18項目)

因子名 項目 α 因子名 項目 α 

楽しさ感得 6 .867 学習規律 9 .826 

共同性 5 .856 場づくりの工夫 5 .782 

運動有能感 4 .818 協調的関係性 4 .691 

健康・身体 4 .815 

進歩達成感 3 .750 

年生 1，007名を対象に，小学校時の体育授業の経験

を振り返ってもらう形式の質問紙調査を行った.調

査票の回収後，記入漏れや記入ミスのある回答を除

外し，最終的に， 789名(男子 395名，女子394名:

有効回答率78.4%)の回答を分析対象とした.調査

期間は2007年 11月下旬から 12月中旬.

4.各次元の因子構造

「学習成果j次元， r学習環境の基礎的条件J，r教
師の指導性J次元および「学習への構えj次元の因

子構造は，最尤法・プロマックス回転に基づく探索

的因子分析によって検討した.

d洋習成果次元の因子構造:5因子22項目が学習成

果尺度として抽出された.

@浮習環境の基礎的条件の因子構造:3因子 18項目

が学習環境の基礎的条件尺度として抽出された.

@激師の指導性次元の因子構造:4因子21項目が学

習環境の基礎的条件尺度として抽出された.

④児童の学習への構え次元の因子構造 :3因子 18

項目が児童の学習への構え尺度として抽出された.

それぞれの次元で抽出された各因子の命名，項目

数及ひ精頼性係数は表 1のとおりである.

5. まとめ

本研究で作成した4つの測定尺度(=学びの履歴

測定バッテリーと命名)は，授業改善やカリキュラム

改革への有効なツールになることが期待される.

教師の指導性 (21項目) 学習への構え(18項目)

因子名 項目 α 因子名 項目 α 

学び方指導 6 .801 自発的学習 9 .819 

肯定的相互作用 7 .710 教え合い 5 .749 

認知的指導 4 .668 積極的参加 4 .661 

雰囲気づくり 4 .626 
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体育授業における子どもの学びの主体性と学習成果との関連

0中島憲子(中村学園大学).海野勇三 (山口大学).鐘ケ江淳一 (近畿大学九州短期大学)

キーワード 学びの履}j苦，学習への例え!学習成果， 学習環境の誌磁的条例

目的

本研究は小守二校体育授業における学びの経験 ・履

歴のうち，特に子どもの「学習への構えJに着目し，

学びの主体性と学習成巣，教科への有用さの認知，

等との関連について明らかにしようとした。

方 法

Y県内の'1"等技 9校の 1年生 1007名を主I象に，小

学校時の体育佼業の経験を振り返ってもらう形で

「体育授業における学ひ'の履歴iJIII定ノくyテリーJを

j干Jv、て質問紙!羽査を実胞した(有効回答男子 395

名，女子 394名，計 789名有効回収率 78.4%) 

調査!~I問は 2007 年 11 月 下旬~ 1 2 月中旬

なお，統計処理に|探してはSPSS15.0JをJ!jv、た

結果と考察

1 学習成果次元

学習成果の5因子合計得点では男子が女子より有

意に高し、得点を得ていた (pく 001)因子日1Iで見る

と「楽しさ感得Jr iillifuJ有fi包¥ll¥Jr侃~)，jt・身体J の 3

因子で男子が~:Ii く ( p く 00 1 ) . r共同性Jr進歩達成

!illiJ因子ではPJ女差は認められなかった

2 学習への構え次元

3因子の合計得点では男子が女子より有志ーに正月い

得点を得ていた (pく 05) 因子別では「積極的参

IJ日jで男子が有だ、に高かった (pくー 001)

3 学習への構えヲイプに関するクラスヲ一分析

児童が体育授業においてどのような学習への構え

で臨んでいるのか，そのタイプを調べるために，学

習への構え次元を椛成する自覚的学習，教え合い

J品芯獄弘r訪'1i極t白伊的r.均f甘J参1加J川日の各因子の回答 (札1-4，1，1y'ωn を際準得J

に換z算1し.K-means i.去による Qモードのクラスタ

ー分析を行った 3 ~5 のクラスターを設定して分

析を試みたところ，図 1に示すよ うに 4クラスタ

ーによる分類が，各クラスターの人数の比および児

蛍が体育の綬~でみせる学習への例えタイプをもっ

ともよく表していると考えられた

，- 8自覚的学習口玩芯回積極的参加 1 

1 

l クラスタ 1 クラスタ 2 クラスター3 クラスタ-4

i (消極的多加型)(且植き志向型)(学習志向型日竺竺里竺主旦主

図 1 学習への情えヲイプに関するクラスヲ一分析結果

4 学習への構えヲイプと学習成果得点との関連

学習成果総合得点およびすべての因子で，学習志

向〉息抜き志向>消極的参加>授業回避志向の通り，

5%水準で有意差が認められた

5 学習への犠え9イプと学習環境の基礎的条件と

の関連

学習志向型が基礎的条件の総合得点およびすべて

の因子で最も得点が向く，ついで忠、抜き志向型であ

った 他方， 授業回避志向型はその他のタイプと比

較して有意に低かった (pく 05)

まとめと今後の課題

学習成果次元での男女の有意な差，また学習への

備えタイプにみられる男女差(消極的参加型 男

38.1覧く女61.9覧，盟、依き志向型 !)j61.4%>女38.6%)

から， 体育俊業におけるジェンダーバイアスの'fF(:王

が小学校段階でも示唆された.さらに，学習志向型

は行き周いた基礎的条件の下でのjv、学習成果を得て

いた しかしその仰l合は児蛍全体の 25%に過ぎず，

体育授業改善の課題の一端がここに示唆された
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体育授業における教師の指導性タイプと

子どもの学びの主体性との関連

0鐘ケ江淳一(近畿大学九州短期大学)，海野勇三(山口大学)，中島憲子(中村学園大学)

キーワード 学びのJ置I~ ， 教師の指導性， 学習への椛ぇ，学習環!Jlの法礎的条例

目的

本研究は，下どもが体育の授業でもった学びの経

験 ・履歴のうち，教師に|長|する要因，すなわち教師

の指導性の内実と学習成果， 学習~.t.境の基礎的条件，

児童の学習への術えとの関連について考察した

方 法

Y県内の中竿二校9校の 1年生 1007名を対象に，小

学校時の体育授業の経験を振り返ってもらう形で

「体育授業における学ひ'の履歴測定ハッテリー」を

用いて質問紙調査を:ilf施した(有効回答邦子 395

名，女子 394名，計 789名 .有効回収率 78.4%)

調査期間は 2007 年 11 月下旬~ 12 月中旬.

なお，統計処理に際してはSPSS15.0Jをmし、た.

結果と考察

1 教師の指導性';lイプに関するクラス9一分析

教師が体育授業においてどのような指迫性を発防

しているのか，その指証平性タイプを制べるために，

回雰囲気づ〈り 図包知的指場 口宵定的絹互作鋼 ロ学び方踊場

長調
=司

~ 

クラスター1

(教えー学U'1i1ll型)

クラスター2
(慢寮不成立型)

クラスター3
{教育同容不在型)

クラスタ-4

(自己ペース型)

届 …(教えー学び融合型}

一 一2 -1 o 2 

図1 教師の指導性ヲイプに関するクラス告一分析結果

教師の指導性次元を梢成する学び方指噂，宵定的相

互作用，認知的指噂，雰囲気づくりの各因子の回答

(1-4点)を際機得点に換算し，Kmeans法によ

るQモードのクラスター分析を行った その結果，

3 ~6 のクラスターを設定して分析を試みたところ，

図1に示すように 5クラスターによる分類が，各

クラスターの人数の比および教師によって発揮され

る指母悩ータイプをもっともよく表していると考えら

れた

2 教師の指導性合イプと学習成果次元との関連

学習成巣合言Hfl点および楽しさ感得因子を除く成

果因子利点、で，教え一学ひ融合型がi量も目玉く ，つい

で自己ベース型となっていた(pく 05)また授業不

成立型は，合計得点及び運動有能九時因子を除くすべ

ての因子得点て"Mも低かった(pく 05)

3 教師の指導性骨イプと学習環境の基縫的条件と

の関連

学習fh1.trtの2盃礎的条件でみてみると，教え一学び

融合型， 1，1己ベース製，教えー学びm-E阿佐型，教育内

容不在位授業不成立型の順で高得点を示していた

4 教師の指導性ヲイプと学習への構えとの関連

学習への構えタイプの中で理想とされる学習志向

型に注目すると，教え学ひ潮合型が形成する学習

の構えのうち 66.7弘白己ベース型では 33.測が学習

志向型であった 一方で，自己ベース型が形成する

学習の備えのうち， 38.2%が息抜き志向但であった

まとめと今後の課題

教え一学ひ切』合型と自己ベース型の指導性発怖が

その他のタイプより rujl"、学習成果をあげており，そ

の裏づけとして，阿タイプは学習環境のi1ih'iill!的条件

においても正月し、得点を示していた 加えて，特に教

え 学び融合型の指導性タイプは，学習志向製の学

習の桃えを形成していることも明らかとなった し

かしこのタイプは全体の 21.7%に止まっていた
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大学生の運動 ・スポーツ実施とレジリ エンスに関する研究

O 山本勝目白 1 ・ 今村律子 1 ・山崎多~ 2 ・ 徳局T l ・千葉寛子 1 ・栗悶健児 1

2福岡大学大学院)坂元端賞 2・谷川知l士 2 (1憶岡大学，

3 結果と考察

軍.歯切【":'.Z) 位協【隔"・3

国 1運搬tlc→探知 fレジリヱンス4パート l合制御前四車、
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2。

口日回i).e ~(n=14:D

・→四柏戸訂8l

らと9司df.=3.vく05)

" 
臥J

‘0 

'" 

S

0

5

0

5

0

5

0

5

0

 

3

2

0

"

?

6

4

3

1

 

出
羽
卓
-
芭

レ
，/
リ
エ
ン
ヌ
創
刊
皇
畠

自己効力感

l 緒言と目的

レジリエンス依田日ien:e)とは、人が逆境に遭遇した

際の精神疾患からの防御機能低utt町 1985)と定義され

た。すなわちダメージを受けた状態から元の精神的に

健康な状態に戻ろうとする復元力(回復力)が機能する。

これこそが符神的心理的ホメオスタシスともいうべき

レジリエンスである。(Sukem¥me; Hicwの検査2∞7

よりL祐宗(2007)は、 これまでの研究を総括して標準

化を進め S-H式レジリエンス検査を作成している。

本研究は、これまでの踊ト スポーツ制服活動の中

で直面する成功 ・9i:Il文 ・不運 ・挫折 ・飲喜などの諸体

験の中で育てられるであろう、 f立ち直り」に関するカ

を比較検討する。すなわち選君主liJ.スポーツ継続活動が

内包する心理的意味や価値をレγ リエンスという新し

し喰見長から分析を試みることが目的である。

レジリエンスキーワード運動継続

" 
n .m 

‘... 
図2.iDi蝉とー負担与の r，， :..ート 2 傑務担lJt.且~J qJiI¥、

v 

i!!!i動 ・スポーツ実施群(以下 S群)と一般の非週方ス

ポーツ実施l洋(以下A群)とのアンケート司植の比較。

及びレジリエンス検査の P担.t1(3因子)とP血t2(S項

目)の丙群の比較。ilmTi}J・スポーツlこ対「る効力感とレ

ジリエンスとの関係は以下のようにまとめられる。

① S群は体力 ・選!i1UJ能力においてA群と比べこれら

の能力に対する自信は高¥-'0 
S吉孝は選動 ・スポーツに対する肯定的自己効力感

が、 A群と比べ有意に高し、。

Sr.草はA群より P血.tlの r;;ーシヤルサポー ト」

「自己効力感Jr社会性」から構成される総合得点

において有意にレジリエンス能力が高し、(図 1)0

@)P田t2の「仕事に対する脳波Jr払唆朗平決への態度J
「感情一統制IJJr協力関係Jr社会的関係の科構Jr積極

思考Jr自己開示Jr能力 ・業績の自己評価J以上 8
項目の全てについて、 I項目の得点が高く、 IV項目

の得点が低いので、 Sl昨は考えhとf予if¥IJのバランス、

それらの積極性においてA鮮よりレンリエンスは有

意に高いといえよう。

② 

③ 

2. h法
1)対象者:大学生 420名

表 1 対象者内訳

対象 男性 女性 合計

一般群仏) 47 231 278 

運動俳句 99 43 142 

合計 146 274 420 

2)期日 2∞8年 5月-7月の問にアンウートとレジ

リエンス検査を教室で実施し回収した。

3)測定と調査項目

a質問紙ー①スポーツ歴(種目 ・期間 ・レベノレ)

②体力 ・選動能力・健康 ・心身のス トレス対処 ・病気

に対する抵抗力 ・回復力についての自信 (5項目)

③スポーツに士tする自己効力感 (13項目)

b検査 S-H式レジリエンス検査(竹井機総)

構成 担旦1A因子 ソーシヤノレサポート

B因子 自己効力感

C因子佐針生 (3因子)

l 課題への挑戦 2問題解決 1感情統制

4協力関係 s.tb会的関係川!桝 ι積極思考

7自己開示 K1主力・業績の自己評叩li ω項目)

Part2 
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大学体育における知識・能力の形成

一大学入学時における体育・スポーツおよび生活・健康の

知識と実践に関する実態調査一

0水月晃(崇城大学)・則元志郎(熊本大学)・柿原一貴(尚綱大学)

西田明史(中九州短期大学)・笠井妙美(東海大学阿蘇教養教育センター)

キーワード:大学体育、保健体育の知識、運動技能、体力・健康づくり、到達度

【研究目的】

近年、大学において FD研究が盛んに行

われているが、体育授業も例外ではなく、

大学体育の大綱化以降、その教授法に関す

る研究は数多くなされている。大学体育の

授業内容および方法を検討する際には、高

校までの体育授業における知識・能力の把

握は必要不可欠である o

そこで本研究では、大学入学時における

体育・スポーツおよび生活・健康の知識と

実践の程度ならびに学習の場について調査

し、その実態を把握することとした。また、

調査結果に基づき大学体育における知識・

能力の形成の在り方に関わる課題を抽出す

ることを目的としたo

【研究方法}

調査は、質問紙法で行なった。質問項目

は、事前調査の結果に基づいて、「保健体育

の知識に関する 31項目 Jr運動技能に関す

る 25項目 Jr健康・体力づくりに関する 18

項目 jの合計 74項目とした。さらに、小・

中学校の現役教員の指導内容と照らし合わ

せて、質問項目の妥当性および信頼性を確

保した。調査対象は、熊本県内の 6大学に

今年度入学した 780名(男性 382名、女性

398名)であり、調査期間は、 2008年 5月

であった。

【結果と考察}

(1)運動技能の知識・実賎の程度は、 20%以

下であった。

(2)体育理論的内容の知識・実践の程度は、

20%以下であった。

(3)体力・健康づくりの知識・実践の程度は、

約 20%であった。

(4)保健の知識・実践の程度は、約 25%で

あった。

(5)学習の場に関して授業が影響している

のは保健が最も多いが、約 20%であっ

た。

(6)運動技能と体育理論に関しては、授業と

同等に運動部活動が影響している傾向

があった。

以上のことにより、高校までの体育授業

において、体育・保健に関する知識と技能

や体力・健康づくりの実践力を身につけら

れていないという実態が浮かびあがってき

た。また、運動部活動が体育授業で補えな

い知識・能力の形成を担っている可能性も

示唆された。

【まとめと課題】

体育・保健に関する知識と実践の程度が

全体の 2割程度であったことを鑑みれば、

大学体育の内容とその方法を検討する必要

性があると考えられる。

例えば、教育内容については、高校まで

の学習内容と系統性を持たせるのか、それ

とも全く学習していない新たな内容にする

のかを検討する必要がある o

また、教育方法については、知識・実践

能力を獲得した学習の場を明らかにするこ

とにより、学習到達度を高める要因を浮き

彫りにできると考えられる o
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大学生の運動習慣とその阻害要因について

O 田原亮二(福岡大学)，中山正岡1)(大原保育医療福祉専門学校)， 

神野賢治(金沢星稜大学)，丸井 一誠(福岡大学)，村上 郁磨(久留米大学)

キーワード大学生運動習慣阻害~関連動行動変容ステージ

目的

わが国における運動実施者の数は依然として低調

であり，大学生においても例外ではな11'0運動実施

者を婚やすために，運動実施を阻む要因は有益な情

報となりうるが，大学生を対象とした調査は西垣ら

(2001)，飯干ら (2002)，による報告はあるものの

十分とは言えない

そこで本研究では 4年制の大学に通う大学生の日

常生活での運動習似，および定期的な運邸Ir1T動の妨げ

となる要因について調査 ・検討する

方法

l対象および調査H寺WI
調査対象は，体育実技の授業が開議されている 4

年制私立大学に通う大学生男女 2088名(男子 1140

名， 女子 948名)であり，調査は平成20年4月中旬

に独自に作成した質問紙を用いて調査を実施した.

2調査項目

性別，運動行動変容ステージ，運動の阻害要因等

について調査を実施した

り運動行動変容ステージ岡 (2000)が作成し

た「無関心邦IJ，r関，c.'J~IJ ， r司崎市WlJ， r実行!~IJ ， r維
持期」の5段階から成る運動行動の変容段階尺度を

一部修正して用し、た

2)運動の阻害要因 「定期的に運動をしよう

としたときに，①「友人との時間J，②「テレビの時

間J，③「一人の時間J，④ f家族との時間J，⑤「陛

nJh ⑤「勉強J，⑦「迎床の1時間J，③「バイ トJは

どの程度運動の妨げになるかlこついて，5件法で測

定した

3 統計処理

男女におけるステージ分布差，五m勤の阻害要因，

阻害度によるステージ分布差についてχ2検定を斤l

いて比率の差の検定を行った いずれも危険率 5%
以下を有意とした

結果と考察

各阻害要因における比率の差に関して検定した結

果 r友人との時間J，r家族との時間jについては定

期的な運動の妨げとなることを示す回答が有意に多

かった (p<，05) また r勉強Jについては定期的

な運動の阻害要因とはならないことを示す回答が有

意に多かった (p<，05)， r友人との時間J，r家肢と

の時間Jは，娯楽性や人間関係といった要素により，

定期的な運動の阻害となったことが考えられる こ

れらから，大学生の日常生活において， W遊び〉運動

>勉5虫』としづ優先 頂位が成立していることが推察

される.さらに友人とのH割問J，r家族との時間」

について|狙答をする・しない別に運動行動変容ステ

ージの分布を見ると，どちらの要因においても運動

を阻害すると回答した鮮では，日常的に運動をしな

い無関心J~Iが有意に多く (p< ，OI) ，運動の阻害にな

らないと回答した群では日常的に運動をする維持J~I

が有意に多かった (pく 01) これらの結果から，木

研究で対象とした大学生においては，日常的に運動

をしない者ほど家自主や友人と一緒に運動 ・スポーツ

をするとb、う意識が希薄な傾向にあると考えられ，

生涯スポーツを目標とした大学体育においては，、

の点に留意した指導の必要性が示唆された

ロ無関心期 ロ関心期 ロ準備糊 口実行期・維持期

_1_1 
陸曹L"い

関嘗ずる

図l 友人との時間における運動行動変容ステージの分布

m奮L.い

阻書する

" ' "剛相臨'聞

図2 家族との開聞における運動行動変容ステージの分布
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大学体育授業の選択者と非選択者の違い

一運動行動要因に焦点を当てて一

0中山正剛(大原保育医療福祉専門学校)，田原亮二(福岡大学)， 

神野賢治(金沢星稜大学) 丸井一誠(福岡大学)，村上郁磨(久留米大学)

キーワード:大学体育授業二極化選択化運動行動要因

目的

運動実施の有無の二極化については，加賀ら

(2∞4)が「体力・運動能力調査報告書Jを基に，

運動実施状況をまとめた結果，小学生では運動実施

頻度は減少し続けており，中学生では男子の運動実

施頻度は増加しているものの， 2年・3年女子で二極

化現象を認め，高校生では男女共に全学年で、二極化

を認めた.その中で，大学体育の選択化が進み，実

技科目を全学部必修としている大学が 400/0程度

(2005全国大学体育連合)である現状は，運動実施

の二極化をさらに助長させる危険性をはらんでいる.

そこで本研究では，大学体育授業の選択者と非選択

者の違いに焦点を当てて，大学体育の選択化が，運

動実施の二極化を助長する可能性があるか否かにつ

いて検証することを目的とする.

方法

1.対象およひ調査時期

本研究は，実技科目を選択科目として開講してい

る大学の受講者(以下，選択者)491名と履修しな

かった学生(以下，非選択者)330名を対象とした.

調査時期は平成20年4月に質問紙を用いて実施した.

2.調査項目

性別，運動経験年数，運樹子動変容ステージ，運

動自己効力感，意思決定バランス(.1恩恵と負荷)等

について調査を実施した.

1)運動行動変容ステージ:岡 (2000)が作成し

た「無関心期J，r関心期J，r準備期J，r実行期J，r維
持期jの5段階から成る運動行動の変容段階尺度を

一部修正して用いた.

2)運動自己効力感:運動自己効力感とは運動に対

する自己効力感のことであるが，尺度は岡が作成し

た運動行動の変容段階と関連のある質問項目 (4項

目)を使用した

3)意思決定バランス:意思決定バランスは，岡ら

が作成した運動に対する意思決定のバランス尺度を

用いた.この尺度は，運動を実際に行動に移すこと

に対する，恩恵と負荷の知覚を調査する内容になって

おり，恩恵 10項目，負荷 10項目からなっている.

結果と考察

分析の結果，運動行動変容ステージにおいては，

非選択者において無関心期が有意に多く，選択者に

有意に少なかった(p>O.Ol).また，過去の運動経験

年数については，選択者の方が有意に長く(p>O.05)， 

運動自己効力感及び運動の恩恵得点においては，選

択者が有意に高かった(p>O.Ol).さらに，運動の負

荷得点は選択者が有意に低かった(p>O.oO.
以上の結果から，大学体育授業を自由選択のもと

で，履修した学生と履修しなかった学生の運動行動

変容ステージとその関連要因を比較した結果，非選

択者は日常生活において比較的不活動な者が多く，

運動実施に対しても比較的マイナスの姿勢を有して

いることが明らかになった.

表I.運動行動変容ステージの分布

羽田|無関心 関心 準備実行維持

選択I61 **↓ 157 116 36 86 

非選択I83 * * r 99 65 16 51 
単位:人 **pく.01

表2.運動行動変容ステージ関連要因

選択者 非選択者
t検定

n=456 n=314 

運動経験(年) 7.5土 4.5 6.9士 4.2 Pく.05

SE(点) 12.1土 3.9 10.6土 4.0p<.O] 

思恵(点) 36.6土 6.0 35.2士 5.5 Pく.01
負荷(点) 2].6土 5.8 23.6土 5.5 pく.01
SE=運動自己効力感
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2007年度入学生の睡眠と朝食摂取状況
0音成陽子(中村学園大学)

キーワード: 生 活 習慣睡眠朝食摂取健康度

目的

大学生は一人暮らしを始めたり、生活時間を自分

の好きなように設定できたりなど、生活習慣に変化

がみられる時期にあたる。志垣ら (1997) は短大

生のライフスタイルについて夜型リズム傾向が

強いが、朝食を毎日摂取している人は就寝時聞が

比較的早めで就寝時刻、起床時刻、食事の摂取は

規則正しく、醐民時間も長かったと報告している。

また、学生の生活習慣について馬場ら (2001)は

醐民時間 rs時間以下または 9時間以上Jで学校

欠席日数が高くなること、醐民時間を犠牲にした

生活習慣を持っていることを示唆している。

そこで本研究は大学生の朝食摂取の有無および睡

眠について入学時よりの変化をより詳細に調査する

ことで、学生の生活の実態を明らかにし、学生への

健康指導のあり方を検討するものである。

方法

1.対象およひ調査時期

N大学l年生で、醐民時間に関する回答に欠損の

なかった226名(男子92名、女子 134名)を対象と

した。醐民と朝食に関する調査は生涯スポーツ論(必

修)の授業中に質問紙形式で4月、 5月、 6月、 7月

のそれぞれ中旬の計 4回実施した。また、 4月上旬

の第 1回授業において健康度を質問紙形式で、行ったo

2.調査項目

醐民と朝食は調査前日の就床時刻および調査日の

起床時刻を回答してもらい、睡眠時間を算出した。

さらに、「睡眠は十分でしたかJr朝食はたべました

かJという問いに「はし、J九、し、えJで回答してもら

った。健康度は波多野ら (1996)が作成した健康生

活についてのチェックリストを用いた。内容は、食

事と栄養 (8項目)、仕事と休息 (8項目)、からだの

管理(10項目)、運動とスポーツ (8項目)、心の健

康 (8項目)、社会性 (8項目)からなり、各項目の

最高点が異なることから、項目聞の比較ができるよ

うに指数(:=平均点数/最高点)を算出した。

結果と考察

就床時刻は徐々に遅くなる傾向がみられた。 4月

と7月、 5月と 7月との聞に各p<O.05で有意な差が

みられ、 7月の就床時刻の遅延が示唆された。また、

起床時刻については5月と 6月、 6月と 7月との聞

にそれぞれp<O.05で有意な差がみられ、 6月の起床

時刻の遅延が示唆された。そして、学生の醐民時間

は徐々に短くなる傾向がみられた。 4月と 7月、 6

月と 7月との聞にそれぞれp<O.05で有意な差がみら

れ、 7月の睡眠時聞が短いことが示唆された。

睡眠の満足度はほぼ満足な睡眠を取っていると考

えられる者は全体の半数に満たないことがわかったo

脚民の満足度の高い者は低し管に比べ醐民時間は有

意(各pく0.05)に長いことがわかったo そして、満

足な睡眠がとれていない者は睡眠時聞が6時間未満

であることが示された。さらに、健康度の高い者は

低し、者に比べ早寝早起きで約7時間の睡眠時間を持

ち、 H垂眠の満足度も高いことがわかったo

朝食を摂取した者は、 4月86.7%、5月91.6%、6

月 89.8%、7月 89.4%と高い割合を示し、良好な朝

食習慣を持つ者が多いといえる。

健康度については、「問題」群は、学生の 5.8%と

少ない割合を示したが、「問題J群はすべての項目に

おいてに、 p<0.05で他の群と有意な差がみられた。

生活時間の中で起床時間を変えることは社会生活

を送るうえで困難なため 就床時刻の遅延が睡眠時

間を短縮させる要因であると考えられる。つまり、

大学生活の経過とともに遊ぶ時間やアルバイトなど

の時間が増えた結果、就床時刻が遅くなりH郵民時間

も減少しているのではなし、かと考えることができる。

本橋 (2002) は睡眠時間が 5時間未満の者は夜食の

習慣を持ちやすく、運動をあまりせず、肥淵頃向を

持つとし、う。

今回の調査の結果、入学時より健康状態に問題の

ある学生が若干名いることが明らかとなったo した

がって、生活習慣についての指導は、前期開始の早

し、時期より行うことの重要性が示唆された。
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踏み台運動を用いた転倒予防教室の 3年間の成果
0幸田貴美子、松原建史、黒柳洋介、柳川真美、山口靖子(株式会社健康科学研究所)

小池城司、神宮純江(福岡市健康づくりセンター)、進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

【目的】寝たきり原因の第1位は脳卒中である。その

ため高血圧キ釧廠更化の予防と改善を第一に考えた運

動プログラムを確立する必要がある。踏み台運動は、

有酸素性作難色カと下胸完パワーが同時に向上するた

め、脳卒中およて厳倒・骨折の予防・改善争効果がある

包樹句な運動プログラムと言える。

福岡市では、 H13年度からこの踏み台運動による転

但斤防教室に取り組んできた。そして、個々人のニコ

ニコベースを H15年度までは現政関値より決定し、 H

16年度以降は体力測定と主観的尺度をもとに決定し

てきた

本研究は、 H17--19年度の 3年間にわたり市内全7

区の保健福祉センターで実施した踏み台を用いた転

倒予防教室のプログラムの有効性を、転傍斤防関車体

力の変化から検証することを目的とした。

【対象と方法】参加者は、 65・70融自目健診受診者か

ら募った 1，ω4名であった。教室は全5回で、 1回目

は講話のみとし、 2回目から踏み台運動を開始、 3、4、

5回目は運動実技に加えて継続の動機付けを行った

備み台運動の実施期間:教室2--5回目の2カ月半

--4ヶ月半)。体力測定は健診時と 4、5回目に実随し、

10m障害物樹子およて澗眼片足立ちの2項目を行った

10、15、20cmの踏み台の高さと、 80、90、1∞bpmの

昇降スピードとの組み合わせで運動強度を設定した。

また参力暗が自宅で運動できるように2回目に踏み台

掛萌した 3回の測定全てを受けた者は的名であ

った。

【結果と考察】

①転傍序防関車体力測定項目の誤差率と精度

文部琳学省、の体力テストに基づき、評価は2回測定

のうちの良し呼直を採用しむ評価指標の信網生を確認

するため測定値の誤差率と精度について検証した。教

室4回目の測定の良b可直、悪し可直の関側主から、誤差

率と精度はそれぞれ 10m障害物樹子が 6.2舵 6.1弘

開眼片足立ちは 67.1%と 64.S協であることが明らかに

なった開眼片足立ちの評価指標としての儲奏性科医

いことが明らかiこなったため、本プログラムの介入効

果の検詔ま10m障害物樹子だけで行った。

② 10m障害物樹子の平均値と改善率

平均値(表1)は男女とも教室前と 4、5回目、 4と

5回目の全てにおいて有意に改善した(p<o.∞1)。変

化率は前'-4回目が 11.8:t 18.8%、4--5回目が4.1:t

8.0%で後者が有意に低く⑪くo.∞1)、この時の週当

たり踏み台運動時品は37:t26分、 38:t28分で変わら

なかった。負荷の滞捕を行わなかったために、 4回目

の時点でトレーニングの飽和水準点に雷践し、その後、

変化料験実した可能|全が考えられた唱

表110m障害物歩行の平均値
n 健診時 教室4回目 教室5回目

男性 140 6.92:I 1.20 5.9:I 0.91 5.63:I 0.86 

女性 518 7.78:I 1.16 6.84:I 1.02 6.58:I 1.76 

単位{秒 p(O.OOl

③ トレーニング館前水準点の擬す

1伽障害物樹子の初期値(健診時)を独立変数に、 3

つの変化量(健診時--4回目、健診時--5回目、 4吋

回目)との関係、を性別に標準主軸回帰法を用いて

検討した。この 3つの x軸切片は、男性は 5.3--5.8

秒の錨週で、女性は 6.0吋 .4秒の範囲で近似してい

た。このx軸切片の最大値と最小(直の聞に有意差は認

められなかったことから、この範囲が本プログラムで

の習膳飽和水準域と考えられた。

【まとめ】高齢者の体力測定で用いられることが多い

開眼片足立ちは、測定値の信欄全州民いことが明らか

になり、今後は浪健方法の改善や項目の変更を考える

必羽生が示唆されたλ

10m障害物樹子の有意な改善が認められたことより

本プログラムの有刻釘5明らかになったとともに、教

室後半には改善率が低減していたことから、負荷神糟

の必凄性も示唆されたーまた、 トレーニングの~腫麹

和水準域を明ら州こすることができ、その域に.i(臆し

た者は必ず負荷漸増を行う必要性を意味することか

ら、考え方を含め今後に役立てていきた¥.-'0
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有経女性における骨塩量標準値の開発

~全身および各部位毎骨面積と骨塩量との両常用対数値の標準主軸回帰式Tスコア~

0柳川真美 1，2、山口靖子 1，2、松原建史 1，2、黒柳洋介1，2、前田龍 2、田中英幸 2、吉田規和 2

小池城司¥神宮純江 l、千葉匠 3、樋口慶亮 3、進藤宗洋 3

(l福岡市健康づくりセンター、 2附健康科学研究所、 3福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:DXA 骨塩量標準値 Tスコア標準点標準主軸回帰式有経女性 レーダーチャート

背景及び目的

骨は，①圧電位発生による骨塩沈着の促進，②骨内

血流量の増加，③骨芽細胞の活性化，④骨溶解の抑制

などの急悩軍航郵E羽織が指摘されてしもものの，慢性

運蹴直~相縛位。盃菌運動条(栴ま未だ明らかでない.

我々は，昨年の本大会において，定義した基準人間

の条件を満たす成人有経女性 145名を対象に DXA法

で測定した各部位の骨面積(AR)と骨塩量(BMC)の両常

用対数値から標準主軸回帰式を算出し，この回帰式》ら

の垂直臨俊成人女性の骨塩量標準値とする新しし、概

念を創出した.また，ニコニコベースの全身運動が介入

運動の多くの時間を占めてしも集団について頭除全身

BMC標準値および脚部BMC標準値とV02maxJwtとの
聞に有昏k相関関係、を認めた.これはエルゴメーターで

の50%V02maxトレーニング、を 10年以上縦続している集

団の週当たり運動時間と V02m似川tおよび体重当たり頭

除全身BMCとの聞に有昏旨正相関を認めた所見と符合

し，本 BMC標準(直が身御〉大きさを適切に整合し，運

動適応機構を反映しうる妥当性の高い測度であることを

立証した.さらに，真美健康体操有経インストラクター(前

田ら)や長期水泳継続鍛錬中高年女性(田中ら)，女子大

判完生〈進藤ら)，閉経女性樹子運動介入前後(千葉ら)を

対象に，各部位毎の BMC標準値を相互に比較し，本

BMC標樹直が慢性運動適応機構を鋭く反映しえ尋る妥当

性の高い狽l肢であることを立証した.

そこで今回，対象者数を増すとともに，より厳正に選定

した基準人間を対象に BMC標準値算出式と， BMC標

準値の Tスコア算出式を作成した.また，運動や日常生

活での動作が身体のどの部位に影響を及ぼしてしもか

を視餅切こ理解し易くするために，適切なレーダーチャ

ートイばスパイダ一グラム描画)を施行した.

方 法

福岡市健康づくりセンターで実施する健康度;吻折1日

コースを受診した 18歳以上の日本人有種女性で，ホル

モン剤による治療暦がなく，現剖医薬や運動習慣が全く

ない285名(34:t:6歳;平均値:t:SD}を対象に， DXA出こ

て各部位のARとBMCを測定した.剤耐列立は腕・脚・

肋骨・脊柱・骨盤と，これらの合計である頭除全身である.

各部位のARとBMCとの両常用対数{直的標準主軸回

帰式を求め，この回帰式ルらの垂直距離を標準値とした.

得られた標準値はTスコアにして得点化したBMC標準

点と体力測定値(推定 VU2max/wt・握力・脚伸展パワー

Iwt・長座位体前屈・全身即臼寺間・開眼片足立ち)との関

係を検討した.また，頭除全身および各刺立毎 BMC標

準点、をレーダーチャートに描画する、ンートを創出した.

結果及び考察

標準主軸回帰均瀬きは 1.353.......1.751に分布してい

た.骨は部位毎に厚さや形の様々な立体形であるので，

部位によって異なるのは道理である.体力測定値と

BMC標準点の関係、を検討したところ，有意な相関関係

が認められ⑪<0.05)，各体力とBMC標準点へ影響する

筋運動が同期していることが示唆された.また，体力測

定値と生活習慣病関連危険因子の関係、から，推定

VU2maxJwtが健康関連体力として妥当であることが確認

された.推定VU2max/wtと夏見徐全身BMC標準点、lこは正
の相関が認められ，健康関連体力で、ある推定VU2maxJwt

を規制する筋運動が，頭除全身 BMCに影響しているこ

とが示唆された.さらに， BMC標準点をレーダーチャー

ト化したことで，個々 人の身体糊主に応じた運動プログラ

ム作成を可能にすると考えられた

結論

以上の結果より， DXA法で測定し算出できるBMC標

準点は，個々人の運動適応羽織の特性と介入すべき運

動内容の角勃庁に有効な指標となると考えられた.
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幼児の主食を中心とした食生活と諸要因との因子分析的研究

0古田康生・篠木勝(東筑紫短期大学) 青柳領(福岡大学)

キーワード:幼児食生活因子分析

目的

現在、幼児の運動能力レベルの低下が数多く報告

されており周知の事実である。そしてその背景のー

っとして食生活が大きく影響している.特に最近で

は孤食，個食，粉食といったfこ食」が問題祝されて

いる.そこで本研究では，幼児の食事内容を調査し，

因子構造を明らかにし、それと日常生活の諸要因と

の関連を検討することを目的とした

方法

1.対象およ℃繍査時期

調査対象は， H幼稚園の年長児73名(男児33名，

女児40名)であった.調査は平成 19年 10月下旬に

実施した.

2.調査項目

1)食事内容:主食(ご飯，パン，めん，いも等)， 

主菜(肉料理，魚料理，卵料理等)，野菜摂食頻度，

汁物(蜘曽汁婦の摂食頻度，飲料の種類，間食(菓

子)の摂食頻度について回答させた.

2)諸要因:o劃民時間，就寝時刻，起床時刻tl，外遊

ひ鴨間数，習い事の種類と一週間当たりの日数を記

述させ、日常的によく遊ぶ種類を戸外あそ吹17簡

と室内あそび(19種)から選択させた.

3)分析方法:食事内容については因子分析(主因子

法・パリマックス偽により因子負荷行列を求めた。

その後、抽出された因子と諸要因との相関係数、 t

検定にて有意差を求めた.

結果と考察

幼児の食生活、特に主食の摂食内容と諸要因の関

係を明らかにするため因子分析により検討を試みた。

その結果、 6つの因子が抽出され、「朝食軽食因子J

f主食バランス・多料理因子Jr主食粉食因子Jr主
食ご飯因子Jr飲み物牛乳因子Jr和食でも野菜不足

因子Jのパターンとなった。第1因子は朝食はパン

食、朝食は非ご飯食、主菜は魚料理噌好、飲み物は

ジュースに有意な因子負荷量を示し、 f朝食軽食因

子Jと解釈した。この因子は貢献量が 2.539、貢献

度が 15.87%と6因子の中では最も高く，これらの

相互の関連を最もよく説明していた.

食事パターンと諸要因との関連は次の通りである.

f朝食軽食因子Jとは女児にて醐邸寺聞で負，就寝時

刻で正の相関が認められた.つまり，就寝時刻が遅

いため醐邸寺聞が少なくなり，朝食はパンやジュー

スといった軽食にならざるえないと考えられる.し

かし，外航時間数とは正の関連が得られ，、今後そ

れに影響するものを調査する必要がある.r主食バラ

ンス・多料理因子J，つまりご飯・パンに偏らず，多

種の主菜を摂食するいわゆる思想的食パターンでは，

男児にて起床時刻と遊びのパターンに関連が認めら

れた.つまり，早起き児の因子得点が高い結果とな

った.反面，運動系の習い事とは負，集団遊び・一人

遊び，静的な遊び・動的遊びとは正の関連が得られ，

このことから思想的な食事をしている男児は大人に

管理されて運動をするのではなく，日常的に子ども

の主体性により種々の多様な遊びをしていると考え

られる.r主食はご飯食因子jでは望ましい起床時刻，

一人・静的遊びに相闘があった.ご飯食中心の子ども

では動的な遊びが多くなるという予測とは違った結

果となったo r飲み物は牛乳因子」は男児の就寝時刻

とは負，望ましい就寝時刻とは正の関連となった.

f和食でも野菜不足因子Jは全幼児と男児にて外遊

て時間と負の相関が認められた一方，パン，めん

といった粉食と諸要因に相関関係は認められなかっ

た朝食軽食では家族構成と遊び場所、バランスで

は間食頻度に有意差が認められた

表. 1 食事パターンと諸要因の関連

因子 : 有意な関連を示した項目 正の相関(+)、負は(ー)

朝食軽食:女・睡眠時間(ー)成寝時刻・外甑尺:+)

バランス:男・起床時期j・習b、事司ー)集団・一人・静的・動的1(+)

主食粉食:なし

主食ご飯:男・起床時期j・一人・静鰍:+)

牛 乳:男・就寝時刻(-)，望ましい蔵寝時刻(+)

野菜不足:男・外猷周一)
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青年女性の身体組成と乳児期までの体重との関連について

0宮元章次(宮崎公立大学)

キーワード:発育現量値発逮現量{直体力成人病

目的

本研究では、青年女性の LBM低下に関連する要因

を検討するために、 l歳までの体重の発育現量値

(grow血 di抱 nce)と生活習慣とに着目し LBM低下と

の関連性を評価した。併行して、 LBM低下が現在の

体力の発達現量値(developmentdis凶 cのにどのよう

な影響を及ぼすかについて検討することを目的とし

た。

方法

青年女性443名を対象に出生時、 3日目、 7日目、

120日目、 l歳時の 5箇所の体重の発育現量値、授乳

方法、生活習慣、体格指数、身体系白求、体力を調査

した。 LBMのパーセンタイル値 33.3未満を LBM

低下群 (n=150) として、 LBMのパーセンタイル値

33.3以上を対照群 (n=293) とした。 LBM低下の要

因分析にはロジスティックモデルによる多変量解析

を用いた。LBM低下が体力の発達現量値にどのよう

な影響を及ぼすかについて、他の因子で調整した重

回帰分析を用いて調べた。

体重の発育現量値、授乳方法、体格指数・身体組

成、体力の発達現量値については中央値(比率)、 2.5

ノミーセンタイル値と 97.5パーセンタイル値、及びZ

スコアを求めた。

結果

出生 3日目の体重 3.0kg(2.2--3.8)は O.Ikg( -0.3--

O.lkg)の減少であった。 7 日目の体重 3.1kg(2.3 --

3.9kg)は出生体重lこ戻っている。zスコアから明らか

なように、体重の発育現量値は対象者が生まれた年

代に相当した。授乳方法は母乳の割合が 51.2%を示

した。青年期では体重 50.6kg(39.7--67.3 kg)、

BMI20.0kg/m2
(16.2 --26.1 kg/m2

)、体脂肪率

24.10/0(16.0 --35.7%)、および LBM38.4kg(31.7--

48.0kg)を示した。母親の若いころの体型が痩せ気味

は24.1%、朝食を毎日とるものが 73.8%、栄養のバ

ランスがとれているものが 84.9%、運動の習慣があ

るものが 22.8%であったo

ロジスティックモデルによる多変量鋼庁を行った

結果、 3つの要因が得られたo 1つ目は、 g4(出生

直後の発育が良好)に属していれば LBMの低下を

抑制することである。 g4の LBM低下に対する調整

オッズ比は0.41 (95 o/oC 1 0.20--0.82)で、有意で‘あった

(P<0.05)o 2つ目は出生体重が重たいほど LBM低下

を抑制することである。出生体重の LBM低下に対

するオッズ比 0.58(0.36--0.93)は有意であった

(P<0.05)o 3つ目は朝食を毎日取ることは LBM低下

を抑制することである。朝食を毎日取ることはLBM

低下に対するオッズ比 0.60(0.38--0.93)を示し有意

で、あった(pく0.05)。

LBM低下と体力の総合評価(第 l主成分)との関

連について他の因子で調整した重回帰分析の結果、

LBM低下は現在の体力の総合評価を下げることが

認められた(pく:0.05)。

考察

青年女性の LBM低下には生物学的要因と生活習

慣とが関連しているが 生物学的要因のほうが強く

関連していた。また、体力の総合評価と LBM低下

との関連から、LBM低下は全身持久力を除く発達現

量値の下降が認められた。
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幼児における皮下脂肪厚と運動能力の関係について

0山下大介(久留米大学) 平良愉(スポーツクラブ あじさし、)

乙木幸道(株式会社 ファインライズジャパン)

辻本尚弥・満園良一(久留米大学健康スポーツ科学センター)

キーワード:体幹皮下脂肪厚和 四肢皮下脂肪厚和 TIE比

目的

これまで我々は幼児における全身での身体組

成と運動能力およびそれらの関係について検討

してきた。全身を体幹と四肢に二分した場合、体

幹部は運動時に可動する四肢の支点となるとい

ったように、体幹と四肢の役割はそれぞれ異なる

ことが知られている。運動時におけるそれら役割

の違いは、各部での骨格筋や皮下脂肪の発達に影

響を及ぼし、さらに、運動能力の個体差として現

れるのではなし、かと考えられる。

そこで本研究では、皮下脂肪厚を体幹部と四肢

部に分け、それらの比と運動能力との関係につい

て明らかにすることを目的とした。

方法

対象者は福岡市内における 3歳........6歳までの幼

稚園児または保育園児 171名(男子 89名、女子

82名)であった。測定項目は、身長、体重、皮下

脂肪厚 (14箇所)で、あった。それらの測定値より

Body mass index ( BMI )、体幹皮下脂肪厚和(胸

部+肩甲骨下部+背中下部+腸骨稜上部+腹部)、

四肢皮下脂肪厚和(上腕背側部+下腿中央部+前

大腿部+後大腿部+膝蓋部)、さらには体幹皮下

脂肪厚和/四肢皮下脂肪厚和比(T厄比)を算出した。

運動能力テストは 25m走、立ち幅跳び、ソフトボ

ール投げ、両脚連続跳び越し、体支持持続時間に

ついて測定した。全ての測定値は 2要因(性×年

齢)の分散分析を行い、その後主効果が有意であっ

た場合は多重比較を行った(p<O.05)。

結果および考察

各年齢における体幹および四肢皮下脂肪厚和

値と T厄比ついては、四肢皮下脂肪厚和値のみ、

男女共に 4歳後半と 5歳前半の聞に有意差がみ

られたが、その他の項目で有意な差は認められな

かった。

体幹・四肢皮下脂肪厚和値およびT厄比と運動

能力テスト各項目との相関については、体幹皮下

脂肪厚和値では 25m走との聞に 5歳前・後半男子

で、立ち幅跳びとの聞に 5歳前半男子・女子で、

両足連続跳びとの聞に4歳後半男子で有意な相

関がみられた。四肢皮下脂肪厚和値では、 25m走

との聞に 5歳前半男子で、両足連続跳びとの聞に

4歳後半男子で有意な相関がみられた。 T氾比で

は、 25m走、立ち幅跳び、両足連続跳びとの聞に

5歳後半男子で、体支持持続時間との聞に 5歳後

半女子で有意な相関がみられた。しかし、その他

の項目において優位な相関関係は認められず、

体幹部と四肢部の皮下脂肪厚和値およびそれ

らの比と運動能力との関係は、本研究の結果から

明らかにすることはできなかった。しかしながら、

本研究で用いた運動能力テストは、皮下脂肪量の

分布を反映した運動能力を適切に評価している

のか否かは不明である。今後、皮下脂肪分布およ

びそれらを考慮した運動能力評価の妥当性につ

いて検討していきたい。



6 一般研究発表(ポスター発表)
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長崎のペーロンに関する和漢書史料

0榊原浩晃(福岡 教 育 大 学 ) 田端真弓(福岡女学院中学校・高等学校)

長崎 ベーロン 和漢書史料

1. はじめに

今日ではべーロンは，主として地理的に長崎を
拠点、とした船競漕(船競渡)の名称として知られ
る。ペーロンに関する研究や叙述は数多いが，本
研究では和漢書の中でのペーロンの表記や呼称を

吟味した。和漢書では，唐音で「パイロンJとい
う仮名表記や「龍船J (ロンジェン)， r菱IJ龍」
(パイロン)といった漢字に出くわすことになる。
2. 和漢書にみるべーロンの記述

( 1) W長崎実録大成~ (1655年刊)の記述
長崎港で実施されたベーロンに関する最古の記

録として『長崎実録大成~ (1655年刊)にみる甲
斐庄喜左右衛門の記述を挙げることができる。
「去冬ヨリ嘗春迄唐船数般出帆相滞ニ付，為船祭

唐人共端船ニテ競渡ヲ成セリ o 此後市中ノ者共見
習テ年々パイロン船ト唱へ，小船数般ヲ進テ摺ヲ

撲シテ其先後遅速ヲ競テ船祭ノ式ヲ成ス 4月 23
日J27) 

当時の長崎港には中国から唐船 45般が入港して

いたものの，天候が悪く出帆できずにいたところ，
中国人が竜神を杷り龍船での競漕を実施したので
ある。その後， 日本人がそれを見習い，パイロン

船と称して，その競漕するようになったとしづ o

( 2 )長崎奉行所『賀暦元年唐園福建省江致漂着

候奥州南部之者六人口書~ (1751年刊)の記

述

長崎のベーロンに関する新出史料として，長崎
奉行所刊行の『賀暦元年唐園福建省江致漂着候奥
州南部之者六人口書~ (1751年干IJ)の記述がある。

「此日，船郡之稽古二而候哉，金入之様二而結構

成衣類着し候唐人，大勢船ニ乗り候様子を見申候，
何事ニ候哉委敷儀ノ、存不申候船軍と申事ハ菱IJ龍

(パイロン)之事ニ而御座候，其致し形ハ五十般

計船ヲ出し，一般之乗組廿人宛，船をは龍頭龍尾

を掠掠へ五色之旗を立，乗組之者金欄純子を以て
身にまとひ，大鼓鍵を打鳴し，各菱IH童を持て水を
かき前後を争ひ侯，此事を競渡と申候，見物之船

より活たる免の頭を割，塩を詰て押流し候へば，
免苦しミに堪かね，かけ出し候処を右の船より争
ひ取候，菱IJ龍之趣意ハ此事を致し候得ば，痘疫は

やり不申候故，年々必有之候 慶門より，福建之
偏ニハ同前ニ候由，五官申之候，此菱IJ龍ノ、長崎に

市も学び致し申候 J
この史料は，寛延 3年 (1750年)中国福建省に

漂流した奥州盛岡務自演村の船頭文五郎ら 8名が
宝暦元年(1751年)に帰国し，長崎奉行所で取り

調べを受けたときの供述書の一部内容である。そ

して，長崎においても既にこの剣龍を実施してい
ることを既に知っていると漂流した彼らが語って
いたのである。菱IJ龍には「パイロンJと仮名で併
記されている。
(3) W清俗紀開~ (1799年刊)，その他
『清俗紀開~ (1799年刊)においては，年中行事

の箇所には「朔日より六日まで江湖ある地方は数

般の竜船を浮かべ競い渡す」というように「竜
船Jと表記されている o もっともこれは清国の龍

船競漕のことを長崎奉行が監修して紹介したもの
である。松浦東渓『長崎古今集覧~ (1811年刊)に
は「競渡船Jに関する挿絵三葉が掲載されていて，

「競渡船Jの漢字に「ベーロンJとしづ仮名表記
もなされている。さらに，松浦静山著の『甲子夜
話~ (1821年刊)34)巻七においてもパイロンと仮名
表記され年々定日，五月五日六日両日にJ35) 

実施されていたことが詳細に紹介されている。
長崎では江戸時代後期の 1800年(寛政 12年)に，

長崎沖合の五島町の若者らと肥前領深堀の若者ら
が，摺船の勝負をめぐり乱闘騒ぎとなり， 1801年
(享和元年)9月長崎奉行所で関係者が刑罰を受け

ている記録もある。ベーロンに対する過熱ぷりと
一時期の衰退理由の一端を伺い知ることができる。
松浦静山は「これ二十五六年前迄は，年々有之て，

時々争論少なからず。一年大に闘合に及，死亡の
者も有て，夫より崎安厳禁を令し，於今は絶てな
し，廿歳以下のものは其の盛なるを知ものも無く，
今は昔語と成ぬ。 Jとして，長崎奉行が一時期ベ
ーロン禁止の布告を出していたことを記述してい
る。そして r此こと，安永天明のころ迄は崎の

湊中にて有しが，其後これを禁じて，湊外にて為
すことになりたり J とベーロンの禁止が説明され
ている。 r場所は，木鉢口を出，高鉾嶋，上の嶋

〔地方より凡そ十四五丁沖の方，左右にあり〕と
云ふ両嶋の問より舟を発し，沖の方医王嶋〔前の
両島より沖，南方ー里半ばかり〕の辺を限りに，

両舟相並んで勝負を為す。 Jと長崎港沖合の海域
で実施されていたのである。
3. まとめにかえて
べーロンの呼称をめぐってはパイロンと仮名で

表記された文献が多く，その音韻を継承したもの
と理解できる。また，摺船と表記される事例も存
在した。ベーロンは中国からの移入の習俗の域を
脱し.既に江戸時代中期には長崎の漁村民らの伝
統的な習俗となって年中行事化していたのである。
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中国の大学生における健康度や生活習慣と体育授業への

期待との関係
O王 雪蓮(九州大学大学院) 杉山佳生(九州大学)

山崎将幸(九州大学大学院・日本学術振興会) 河津慶太(九州大学大学院)

キーワード:健康度生活習慣体育授業への期待大学生

目的

徳永 (2005)は、大学の保健体育の授業やスポー

ツ実習を通して、健康の維持・増進や生活習慣の改

善に関する教育指導を行うことは、現代の重要な課

題であると論じており、このことは、学生の健康問

題に対する関心が高まりつつある中国においても、

あてはまると考えられる。一方で、中国では、学生

の要求に応えた授業を構築する必要性も謡われてい

る(中国人民共和国教育部，2002)。そのため、より

効率的に、有効な体育授業を構築していくためには、

学生の健康状態・生活習慣や体育授業に対する要求

(期待)を把握するだけでなく、それらがどのよう

に相互作用しているのかを明らかにしておくことが

望まれる。そこで本研究では、中国の大学生の健康

状態及び生活習慣と、これらの学生が体育授業に対

して持っている期待との関係を検討することにした。

方法

1.対象及び調査時期

調査対象としたのは、中国遼寧省の 1つの大学に

所属し、必修の体育授業を受講していた 1年生 300

名(男 108名、女 192名)であった。これらの学生

に対し、身体的、精神的、社会的健康度と、運動、

食事、休養という視点からみた生活習慣を調べるこ

とができる「健康度・生活習慣診断検査 (Diagnostic

Inventory ofHealth and Life Habit， DllIAL.2，中学生~

成人用)J (徳永，2003)、及び、独自に作成した、大

学の体育授業に対して期待することを尋ねる質問紙

を実施した。調査は、 2∞8年6月に行われた。

2.調査内容

1)健康度・生活習慣診断検査:4下位尺度(健康度、

運動、食事、休養)、 47項目からなる尺度である。

健康度には、身体的健康、精神的健康、社会的健康

の3因子が、運動には、運動行動・条件、運動意識

の2因子が、食事には、食事のバランス、食事の規

則性、噌好品の3因子が、休養には、休息、睡眠規

則性、駒民の充足性、ストレス回避の4因子が、そ

れぞれ含まれている。

2)体育授業への期待に関する尺度:独自に作成し、

最終的に、 22項目で構成されているものを使用した。

探索的因子分析により、 6因子(充実感、外観、人

間関係、自信、緊張感、挑戦)が抽出されている。

全体の信頼性係数はα=.883であり、また、検証的

因子分析の結果、適合度は、 GFI=.908、AGFI=.886、

CFI=.935、RMSEA=.似6となり、尺度が信頼性と妥

当性を備えていることが確認されている。

結果と考察

総合的健康度(各健康度得点の合計)と生活習慣

(運動、食事、休養得点の合計)の相関係数は、 .761

であり、比較的高い相闘が認められた。健康度の高

い学生は、より望ましい生活習慣を有している傾向

があるようである。

Table 1は、健康度及び生活習慣の総合得点及び各

下位因子の得点と、体育授業への期待の総合得点及

び因子ごとの得点との単相関を示したものである。

この結果より、ある特定の健康度あるいは生活習慣

が、体育授業への期待の特定の因子と結びついてい

るという可能性が示唆された。

Table 1 健康度・生活習慣と体育授業への期待との単相関

健蹟度 量言語珊
期寺

身体 精神 担金 合計 運動 食漕 件捜 合計

充実感 0.212** 0.021 0.192** 0.221** O.調P 0.163*事 0.17f* 0.2W* I 

針観 0.007 -{).∞3 0.0倒 O.凹1 ~.029 0.1毘 OJJ38** 

同醐幌ω田 0.073 0.102 0.139* 0.125事 0.142寧 0.129寧 。げ l

自信 0.183** 0.062 O.郎6 0.16声 0.261* 0.034 0.178事本 0.191事i

照臨書 0.0倒 ~.似9 ~.023 ~.003 0.001 ~.04 0.002 ~.015 I 

割臓 0.22f事 ~.O槌 0.15'* 0.167帥 0.209株 O.伺8 0.165** 0.193** 

合計 0.201* 0.025 0.157** 0.2叩科 0.289** 0.145* 0.183** 0.2ぽ事|

林p<訓.市<.05.
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スポーツ集団効力感尺度一尺度の開発と信頼性・妥当性の検討-
O永尾雄一(国立スポーツ科学センター・九州大学大学院) 杉山佳生(九州大学)

山崎将幸(九州大学大学院・日本学術振興会特別研究員)河津慶太(九州大学大学院)

キーワード:集団効力感 スポーツ 探索的因子分析検証的因子分析

目的

スポーツコンフィデンス(vi回ley，1986)や自己

効力感(Bandura， 197乃などの心理的要因は，スポー

ツ場面において個人のパフォーマンスを予測する上

で重要な要因と考えられている.一方で，サッカー

や野球，パスケットボールなどの集団競技おいては，

個人レベルだけではなく集団レベレルで、の心理的要

因が重要であり，これもまた競技成績を左右する重

要な要因であると考えられる(猪俣ら， 1990).

集団レベルでの心理的要因のひとつに集団効力

感(B叩dura， 1986; 1997)が挙げられる.集団効力感

はチームパフォーマンスのポジティプな予測変数で

あり(Ronglan，2007)，集団競技において非常に重要

な心理的要因であると考えられている.

そこで，本研究では Shortら (2005)が作成した

Collective Efficacy Quastionnaire for Sports (CEQS)を

参考に我が国におけるスポーツ集団効力感尺度を作

成することを目的とする.

方法

1.調査対象

鹿児島県内のK大学及び福岡県内の K大学・F大

学の運動部員，ならびに競技志向の社会人スポーツ

競伎選手，計495名(男件:382名，女性 113名:平均

年齢 20.7:t3.25歳，平均チーム所属年数1.9:t1.55 

年， 平均競技年数8.5:t3.95年)で、あった.

2.調査期間と調査方法

調査期間は， 2007年7・8月に練習時間や講義の一

部を利用して集団実施した.

3.調査内容

・CEQS(Shortら，2005)を邦訳した20項目

.集団凝集性尺度(阿江， 1986) 

・日本語版集団自尊心尺度(渡辺， 1994) 

.企業帰属意識尺度(関本， 1992) 

*各項目の「あなたの会社はJの部分を「あなた

のチームはJに置き換えて実施した.

結果と考察

探索的因子分析の結果， 2因子を抽出し，全分散

の61.3%を説明した.各因子に含まれる全ての項目

において因子負荷量は.40以上を示した.しかし，尺

度全体の適合は， GFI=.84， AGFI=.79， CFI=.90， 

RMSEA=.IOであり，十分な値が得られなかった.

そこで，各因子に対し l因子解のステップワイズ因

子分析を行い，十分な適合性が得られるように項目

を削除した.その結果， 1因子につき 4項目，計 8

項目が選択された.選択された全ての項目において，

因子負荷量は.65以上の値が得られ，各因子及び尺度

全体でのα係数や適合度指標でも十分な値が示され

た(Table1).第 l因子は，チームが持つ技術的能力

の発揮に対する内容で構成されていたため「能力j

と命名した.第2因子では，団結や問題解決など，

チームのまとまりに関係する内容で構成されていた

ため fチームワークj と命名した.

本尺度の合計得点及び下位因子と関連する諸尺

度との関連を検討した結果，全てにおいて有意な相

闘が示され，妥当性が確認された.

今後，本尺度は集団効力感とパフォーマンスとの

関係を明らかlこする研究において有用な指標となる

であろう.

τdbla 1 ステップワイズ因子分術後の項目と国手負荷量量

項目 国手負荷量

Fl (a= .gO) 

15 .伺早苧ームよりも血いプレイができる .86 

5 .相亭テームよりも寓カ ltfll~で eる .76 
10 .鈎カを何回l-c:ol!tる .74 
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スポーツ・キャリアパターンを規定する要因

-Self-efficacy Modelから一

O 山崎多瑛(福岡大学大学院大学)山本勝昭 ・今村律子 ・千葉寛子 ・栗田健二(福岡大学)

坂本瑞貴 ・谷川知士 (福岡大学大学院大学)

キーワード スポーツ ・キャリア スポーツ ・キャリアパターン結果干期 自信

目的

これまで、青少年のスポーツ活ifVJを対象とした研

究は多数されてきている その内谷は、スポーツへ

の参加やドロップアウトなどが多く見受けられる

しかし、筒井ら υ996)は、実際のスポーツ活動と

して、一つの種目を一途に継続する者(同一種目型)、

種目を変えながらも継続する者(兵種目継続型)、途

中でやめるがある段階で再度復帰する者(中断復帰

型)、ある段階でやめて現在もしていない者(目白此型)、

もともと段初から参加していない者(不参加型)な

どのスポーツ ・キャリアのパターンがあると指摘し

ている

そこで本研究では、筒井ら (1996) と同様に大学

生を対象として、スポーツ ・キャ リアパターンを規

定する心理争的要因を明らかにすることを目的とす

る これらを明らかにすることは、スポーツ活動不

参加者や両ftJ悦者、不本意な種目への転移者などの、

そのような行動に至った心情明是正，'/iを犯援できると

推測できる.それは、生涯スポーツ実施の上で、よ

り多くの人にスポーツ活動を実施し、些かな生活を

送るための対応の糸口になるといえよう

方法

卜 対象およひ調査時期

調査対象は、データの完全なF大学、 F女子大学

の 406 名であり、調査は平成 20 年 5 月 ~6 月 中旬実

施した健康 ・スポーツ科学の秘義において、短当

教官がアンケー トを配布し、実施 ・回収した

2 翻査項目

先行研究(筒井ら、 1996) と同様に、スポーツ ・

キャ リアパターンと結果予期について回答を求めた

また、本研究では、体力、運動能力、健康、心身の

ストレス対処能力、病気に対する抵抗 ・回復能力に

対する自信の程度(11段階評価)を新しく加えてし、

る それらを5つのスポーツ ・キャリアパターンに

分類し、 一元配置分散分析を行った.

結果と考察

本研究では、同一種目継続型87名、呉穏目縦縦

型 55名、中断復帰型 14名、離脱型 157名、不参加

型 94名であった。そのため中断復帰型 14名を分析

対象外とした。

表 1. スポーツ・キャ リアパターンと白{言

項目 主効果

体力についての自信 同一種目、異種目〉離脱>不参加

P<.05 

運動能力についての 同一種目、異種目>離脱>不参加

自信 Pく.05

健康についての自信 異種目 〉不参加 P<.05 

心身のストレス対処 同一種目、異一種目 >隊脱

能力についての自信 P<ー05

病気に対する抵抗 ・回

復力についての自信 n.s. 

(P<口5)。
。

42.00 
40.70 。 39.74 35.56 

。
。
|ロ同一極目継続製 ロ異種目継続型 明白 面 釘副

図 1. スポーツ ・キャリアパターンと結果予期

上記した差が見られており、先行研究同様、結来予

期や自信がスポーツ ・キャリアを規定する重要な心理

学的要因といえる。今後の研究課題として、標本数を

噌やすこと。同一種目継続型と累積目継続型聞や、中

断復帰型と離脱型I1nにおける心理学的規定要因を明

らかにしていくことなどである。
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大学生における運動 ・スポーツ経験と社会的スキルに関する研究

Qlf'木秀典(九州大学大学院) 中川保敬(熊本大学) 橋本公雄(九州大学)

キーワード 運動・スポーツ実施社会的スキル対人関係スキル

目的

近年、少子高齢化や高度情報化が進む中で、背少

年において他者との相互作用の機会が減少している

ことや、それによる対人関係能力 (社会的スキル)の

低下が指嫡されている(大坊、 2∞6)。現代の青少年

における運動や遊びの減少に起因している「三間j

といわれる時filJ.空間・ {II'I19の欠如がこの結巣に関

連していると考えられる。

運動・スポーツは心身の健全な育成のほか、他者

との交流を通じて自己埋解や表現方法、 他者への敬

重などを養うといわれている(文科省、 200ω 固また、

精神的なストレスの解消にもなり、多綴な価値観を

認めあう機会を与える。したがって、運動 ・スポー

ツ経験(実駒は社会的スキルの獲得を助長する要因

のーっとして推察される。

そこで本品紗宅では、大学生における運動・スポー

ツ実施と社会的スキルの関係を明らかにすることを

目的とした。

方法

1.対象および調査時期

調査対象は、資料の完全なK大学の男女249名(男

子 145名、女子 104名)であり、2007年 12月 !:J:r 

旬に実施した。

2調査項目

1)社会的スキルに関する質問として菊池(I988)に

よって作成された社会的スキル尺度(Kj田ー18)の

18項目と、その質問項目に対して社会的スキル

の改善意欲が測られるような回答肢を作成した

18項目。

2)運動 ・スポーツによる対人関係スキルに(則する

3因子(解説、表出、対処)6項目。

3)日常場面による対人関係スキルに関する 3因子

(解説、表H:L対処)6項目。

以上の計48項目の質問紙を用いて調査を行った。

結果と考察

運動 ・スポーツ実施の有無から社会的スキル得点

の比較を T検定で行ったところ、 実施者群が~Iô実施

者務よりも有意に得点が高かった (図I)。また、社

会的スキルの下位尺度得点について比較したところ、

高度のスキル恰<.01)、感情処理のスキル (p<.01)、

攻撃に代わるスキル ゃく05)、計画のスキル ゃく05)

の4因子において実施者鮮の得点が非実施者i伴より

も有意に向かった。このことは、運動 ・スポーツで

はノンパーパルなコミュニケーション活動や、目標

達成のための計画をたてる活動を行うことが多く、

高度なスキルや計画のスキルなどを必要とするため

だと考えられる。したがって、大学生における運動 ・

スポーツ実施と社会的スキルの関連性が示唆された。

さらに、倒人競妓、対人競伎、集団競技の3つの

競技特性から社会的スキルへの運動 ・スポーツの影

響を制べた。運動 ・スポーツ実施によって自身の対

人関係スキルに影響を受けたと答えた人の割合は、

集団競伎l伴が個人競技群、対人競技群よりも多かっ

た。このことは、練習や試合でも他の競伎と比べ、

集団鋭校では多くの時間を他の選手と関わる時間が

長いためだと考えられる。また、運動 ・スポーツを

実施するだけでなく 、運動・ スポーツを運治するこ

と(支えるスポーツ)も対人|関係スキルに影響を及

ぼす一因であったことから、今後、運動 ・スポーツ

の運営場而についても考える必要性が示唆された。
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図1運動・スポーツ実施の有無と社会的スキル得点
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体育授業を通して中学生のライフスキルを向上させる試み

0杉山佳生(九州大学健康科学センター) 磯貝浩久(九州工業大学)

河津慶太・王雪蓮・熊崎絵理(九州大学大学院人間環境学府)

キーワード:体育授業における心理社会的スキル ライフスキル 中学生

目的

学校で行われている体育授業では，通常，問題解

決能力やコミュニケーション能力なと、といった，心

理社会的スキルとみなされる能力の獲得・向上が意

図されているが，このようなスキルが日常場面でも

用いられるようになる，すなわちライフスキルへと

般化されなければ，真に有効な学習が行われたとい

うことはできないであろう.このような考え方に基

づき，本研究では，中学校の体育授業において，授

業で獲得された心理社会的スキルの般化を促す介入

を行うことによってライフスキルを向上させること

ができるのかを検討することとした.

方法

1.調査対象

調査対象は， 1中学校の1， 2年生各2クラスであ

り，学年ごとに， 1クラスを介入群，もう 1クラス

を対照群とした.分析の対象としたのは，調査対象

クラスに所属し，すべての質問紙調査に参加した生

徒 126名(I年生介入群35名， 1年生対照群36名，

2年生介入群27名， 2年生対照群28名)であった.

2.手続き

調査は，各クラスの体育の授業 1単元で行われた.

単元課題は， 1年生がマット運動， 2年生がバレーボ

ールであった.これらの授業はすべて，同ーの教師

(男性， 28歳)によって実施された.

授業は，原則として，介入群，対照群のいずれに

おいても，通常どおりに行われた.これに加えて，

介入群では，単元の後半の各授業終了時に， r授業で

学習したことが，日常生活のどのようなところで役

立てられる可能性があるかJを， 15--30秒程度，考

えさせた.

3.調査内容

質問紙調査は，単元の開始頃，中盤，終了頃の授

業時に実施した.質問紙は，意思決定・問題解決ス

キル，コミュニケーション・対人関係スキル，感情・

ストレス対処スキルといった内容を含む，独自に作

成した，体育授業における心理社会的スキルおよび

ライフスキルを測定する尺度を用いた.それぞれ， 9 

項目からなり，同一の項目で構成されていて，教示

のみが異なっていた.回答は4件法で求められた

結果と考察

図1は，クラスごとに見た，体育授業における心

理社会的スキル及びライフスキルの変化を示したも

のである.

...... ー・心理社会的スキル ー噂ーー心理社会的スキル

ーベ〉ーライフスキル ー-0ーライヌスキJJ，

[0 0 -<l 24 t〆0----。
21 '- 21 

18 ・ ・ 18 

開始頃 中盤 終了頃 開始頃 中盤 鍵了頃

1年生介入群 1年生対照群

ー吻ーー心理社会的スキJJ， -+-・心理社会的スキル

ー-0-ーライヌスキル -0ーライフスキル

24~ ~非~
21 t 0----0=♀ 21 

18 ' 18 

開始頃 中盤 縫7頃 開錐傾 中盤 終了頃

2年生介入群 2年生対照群

図1 体育授業におけるI~哩社会的スキル及びライフスキルの変化

分析の結果，般化のための介入それ自体の効果は

確認されなかったが，ライフスキルが向上したクラ

スでは，体育授業における心理社会的スキルも向上

しているという傾向が認められた.体育授業を通し

てライフスキルを向上させるためには，まずは，授

業における心理社会的スキルを十分に学習させる必

要があるということが示唆された.

付記:本研究を行うにあたり，文部科学省科学研究費補助金

基盤研究 (8) (課題番号:18300203.研究代表者:

西国僚の補助を受けた.
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児童の身体活動ガイドラインの模索

一身体活動とメンタルヘルスの関連から一

0山添健陽(九州大学大学院) 橋本公雄(九州大学健康科学センター)

藤原大樹(九州大学大学院)

キーワード:身体活動 メンタルヘルス 持ち越し効果

目的

子どもの暴力行為発生件数や不登校者数の増加な

ど，精神面に問題を抱える子どもの糟加と、昭和60

年頃から低下の一途をたどる児童の体力の2点に着

目し，メンタルヘルスの維持および体力向上につな

がるような身体活動を増加・習慣化させるためのガ

イドラインとなる数値目標の設定を本研究の目的と

する.

方法

1.対象および調査時期

調査対象は K県の 3つの小学校に在籍する 6

年生の全児童 189名である(男子 106名，女子 83

名).調査時期は2008年6月下旬・7月上旬の平日休

日各2日，計4日間調査を行なった.

2.調査項目

1)生活習慣

生活習慣として，睡眠時間，入眠・起床時間，

朝食摂取，会話頻度について調査を行なった.

2)メンタルヘルス

メンタルヘルス尺度としては，西田(2003)の「児

童用精神的健康パターン診断検査:Diagnostic 

Inventory of Mental Heal血Pa白.emfor

α語l世田(附E・C)Jを用いた.構成因子は大きく

やる気次元とストレス次元に分類され，さらに

前者は「生活の満足感Jr目標・挑戦Jr自信J，

後者は「怒り感情Jr疲労Jr引きこもりJの計

6因子(各5項目，全30項目)となっており，一

定の信頼性・妥当性を有している.

3)身体活動

身体活動の測定には，活動記録票を配布し，一

日の活動時間とその種類について，調査の4日

間，毎日記入をしてもらう主観的評価を用いた.

結果と考察

1.メンタルヘルス生活習慣および身体活動の相関

4日間の主観的身体活動時間の平均と，メンタル

ヘルスおよび生活習慣聞の相関分析を行なった

(Table 1ふその結果，身体活動とメンタルヘルスの

相関については，メンタルヘルスにおける「やる気

次元Jとの相関がみられ，下位因子では「目標・挑戦J

「自信Jとの相関がみられた.身体活動と生活習慣

については，男子においてのみ有意な相関がみられ

@く.05)，さらにメンタルヘルスと生活習慣について

は女子においてのみ有意な相闘がみられた(p<.01). 

Table 1.身体活動とメンタルヘルスの相関

やる気次元 ストレス次冗
230.. -.087 

生活の満足感目標・挑戦自信怒り感情疲労引きこもり

.039 .318事* .232申 -.082 ・.066 ・.080
e・'p<.OJ.・'p<.05

2.身体活動ガイドラインの模索

身体活動ガイドラインを模索するため，身体活動

を独立変数，メンタルヘルスを従属変数としたロジ

スティック回帰分析を行なった(Table2ふその際，

生活習慣をコントロールした.その結果， 60分以上

身体活動を行う者のメンタルヘルス(やる気次元)は

60分未満のそれより有意に1.ω4倍高かった.スポ

ーツクラブに所属する者が7001ら以上いたことも踏ま

えると，スポーツ経験によって得られた自己効力感

やスポーツにおける目標意識の影響があったと考え

られる.しかしながら，ストレス次元に関しては有

意な結果が得られなかったことから，今後対象者を

増やし，ガイドラインとしての精度を高める必要が

あるだろう.
Table 2.ロジスティック回帰分析の結果

独立変数 OR 95%信頼区間 P-value 

..M~(~~忽)....1 :l.QQ ..•..• .1:9.~ !:!ょ!El---...3m.---
MH(やる気1.094 1.017・1.176 .016 

生活習慣 1.339 1.020・1.918 .037 
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運動・スポーツ参加者の他者意識とメンタルヘルスの関係

0堀田亮(九州大学大学院 日本学術振興会特別研究員)、橋本公雄(九州大学健康科学セン

ター)、行賞鉄平(久留米大学比較文化研究所)、山崎将幸(九州大学大学院 日本学術振興会

特別研究員)

キーワード:運動・スポーツ参加、他者意織、ストレス、メンタルヘルス

目 的

運動には心理的効果があることがこれまで多くの

先行研究から報告されており，長期的な運動にはメ

ンタルヘルスへの改善効果があることが指摘されて

いる.例えば橋本ら(2飢泊)は，週 1回， 90分間， 3ヶ月

の運動スポーツ活動により対人緊張という社会的ス

トレスの低減がみられたことを報告している.また.

運動やスポーツへの参加というのは対人関係を築く

場の一つでもある.対人関係は人が生きていく上で

必要不可欠なものであり他者をどのようにみてい

るかとし、う意識は良好な人間関係を保つためにも重

要だと思われる.しかしこれらの要因の関係を包括

的にみた研究は少ない.

そこで本研究では，橋本らが提示する仮説モデル

(図)検証の一環として，他者意識を媒介変数に置き，

過去{高均と現在(大学)の運動・スポーツへの参加が

メンタルヘルスと関係するかを調べることを目的と

した.

運動・スポーツ

参加

人間関係要因

担金的スキル

他者意蟻

図 運動・スポーツ実施に伴うメンタルヘルス効果の仮説モデル

方法

1. 対象者と調査期間

対象者は、 K大学の新入生272名(男子 198名.女

子 74名)であり，調査期間は平成 20年 4月および5

月であった.

2. 調査項目

1)他者意識:他者意識の測定には辻ο∞1)が作成

した尺度を用いた.この尺度は，内的他者意識(7項

目)，外的他者意敵4項目)，空想的他者意識(4項目)と

いう 3つの下位尺度から成っており.回答は5段隣平

定で行った.

2)メンタルヘルス:メンタルヘルスを測定するた

めに.精神的健康パターン診断検査(橋本 1999)を用

いたこの尺度は fこだわりJ，r注意散漫J. r対
人回避J.r対人緊張J，r疲労J，r醐民起床J.r生
活満足J.r生活意欲Jという 8つの下位尺度から構

成されており， 4段階で評定を行った.

3)個人的属性:対象者の個人的属性として，性別.

クラブ所属，運動・スポーツ参加(高校・大学)などを

調査した.

3. 分析

分析として，相関分析およびステップワイズ法に

よる重回帰分析を行った.統計処理はSPSSI2.0を

用いて行い，有意水準は5%とした

結果と考察

まず始めに各変数聞の関係をみるために相関係数

を求めたところ，過去(高樹での運動・スポーツ参加

と他者意識に有意な正の相関がみられた(r=.112，

pく.05). また.精神的健康パターン診断検査のうち.

f生活満足j と「生活意欲Jを除く 6つの下位尺度

から求められるストレス度と有意な負の相闘がみら

れた(r=-.137， p<.05). この結果は，現在(大学)の運

動・スポーツ参加においても同様の傾向だ、った.続

いてメンタルヘルスを従属変数として.運動・スポー

ツ参加と他者意識の規定力をみるために，ステップ

ワイズ法による重回帰分析を行った.分析の結果.

運動・スポーツ参加と他者意識にはストレス度に対

する有意な規定力がみられた

本研究から，運動・スポーツ参加は他者意識を媒介

してメンタルヘルス中でもストレスに影響する可

能性が示された.しかし説明カそのものは低かった

ことから，今後は他者意識以外の要因(例えば仮説モ

デルの社会的スキルなど)についても検討し，運動・

スポーツ参加とメンタルヘルスの関係について考え

ていく必要があると思われる.
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自己の試合映像の視聴が心理的側面に与える効果

0山崎将幸(九州大学大学院・日本学術振興会特別研究員)杉山佳生(九州大学健康科学

センター)永尾雄一(国立スポーツ科学センター・九州大学大学院)河津慶太・熊崎絵里

(九州大学大学院)

キーワード:self-modeling理論大学バドミントン選手モチベーション セルフエフィカシー

目的

競技現場において，パフォーマンス向上のために

ビデオ等の視聴覚機材は欠かせないものとなってい

る.特に，選手のやる気等を一時的に高め，試合中

のパフォーマンス向上を意図したモチベーションビ

デオが注目されている.モチベーションビデオとは，

競出塁手の試合中のペストプレイ映像を選手の気に

入った音楽 1曲分にのせて作製するビデオのことで

ある(永尾，2∞3;山崎，2∞6).しかしながら，これ

らの研究では，映像と音楽を組み合わせたものを用

いているため，映像による効果であるのか，あるい

は音楽による効果であるのかについては明らかにな

っていない.そこで，本研究では，映像のみを使用

し，自己の試合映像が心理的側面に与える効果を実

験的に検討することを目的とする.

方法

1.被験者および調査時期

被験者は， K大学の体育会バドミントン部に所属

する 32名(男子24名，女子8名，平均年齢 19.8:t
1.00歳，平均競技年数 7.6:t2.99年)であった.被験

者は，実験群と統制群に無作為割り付けされた.調

査時期は， 2008年6月一7月で、あった.

2.調査項目

本研究では，モチベーションとセルフエフィカシ

ーの両方を測定可能な PCIforモチベーションビデ

オ(山崎，2∞6)を用いた.PCI forモチベーションビ

デオは，モチベーションの側面として， r一般的活気j

と「闘志J，セルフエフィカシーの側面として r技
術効力感Jと「競技失敗不安」の計4因子 16項目で

測定可能な質問紙である.

3.プロトコル

自己の試合映像は， Dowrick (1991， 1999)の

self-modeling理論を鑑み，選手自身に試合時のベス

トプレイを選択させ，つなぎ合わせる編集を行った.

この映像を実験群には試合 1時間前に視聴させた.

PCI forモチベーションビデオは実験群，統制群と

もに実験開始前，ビデオ視聴後(試合 1時間前)，試

合直前の3点で実施した.

結果と考察

自己の試合映像のベストプレイを視聴することに

よる心理的効果を検討するために， PCI伽モチベー

ションビデオの各因子を従属変数とし，群(勾×時

間 (3)の2要因分散分析を行ったところ，一般的活

気技術効力感，競技失敗不安で有意な交互作用が

みられ，闘志では有意な主効果がみられた(図 1-

2). 下位検定の結果，実験群は実験前よりもビデオ

視聴後，試合直前で有意な向上が認められ，統制群

は3点で有意差は認められなかった.
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これらの結果は，山崎 (2∞6)の先行研究と同様

の結果であるため，自己の試合映像のベストプレイ

を視聴することによって，モチベーションやセルフ

エフィカシーを高めることが示唆された.今後は，

パフォーマンスの結果も考慮し，心理的側面とパフ

ォーマンスの関係，特に，心理的側面の向上がパフ

ォーマンス向上への媒介変数となりうるかについて

検討していくことが必要であろう.
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車椅子バスケットボール選手の心理的競技能力と競技レベル

の関連性

O篠木賢一(西南学院大学)、山崎先也(福岡医療福祉大学)、柳井義裕(福岡こども短期

大学)、竹藤八恵(北九州市障害者スポーツセンター)、徳永幹雄(福岡医療福祉大学)

キーワード:車椅子バスケットボール、心理的競技能力、競技レベル

目的

これまで障害のあるスポーツ選手を対象に心

理的競技能力を調査した研究は少ない。本研究は、

車椅子バスケットボール選手を対象に、心理的競

技能力と競技レベルの関連性を明らかにするこ

とを目的とした。

方法

1 .対象者

県・地区予選に複数回出場した経験のある車椅

子バスケットボール 2チームの男子選手、計 14

名を調査の対象とした。レギュラー選手は8名(以

下、レギュラ一群、平均年齢43.4:t 15.9歳)、非

レギュラー選手は 6名(以下、非レギュラ一群、

平均年齢 30.3:1:7.2歳)であった。レギュラ一群

の8名の選手は全員が全国大会に出場した経験を

有しており、そのうち 6名は全国大会に 5回以上

の出場経験があった。一方、非レギュラ一群は 6

名の選手のうち 4名が全国大会に出場した経験が

あり、 l名は 5回以上の出場経験を有していた。

2.調査方法

心理的競技能力の調査にはTokunaga(I999)が

開発した心理的競技能力診断検査 (Di agn 0 s ti c 

Inventry of Psycological-Competitive Ability 

of Atheletes; DIPCA.3)を用いた。

結果と考察

車椅子バスケットボールのレギュラ一群は、非

レギュラ一群に比べ、全ての因子(r競技意欲Jr精

神の安定・集中Jr自信Jr作戦能力Jr協調性J)

で高い得点を示す傾向であった。特にレギュラ一

群の「精神の安定・集中Jと「作戦能力J因子の

得点は、非レギュラ一群より有意に高い値であっ

た (pく0.05)。各因子の下位尺度を 2群問で比較

すると「精神の安定・集中」因子の下位尺度「自

己コントロール能力Jrリラックス能力Jおよび

「作戦能力j 因子の下位尺度である「予測力Jに

おいてレギュラ一群が非レギュラ一群より有意

に高い得点を示した (pく0.05)。一方、 f精神の安

定・集中力J因子の下位尺度「集中力」と「作戦

能力J因子の下位尺度「判断力j は2群聞に差異

が認められなかった。また、「競技意欲J因子の

下位尺度である「忍耐力Jr自己実現意欲」はレ

ギュラー群が有意に高い得点を示した (pく0.05)。

総合得点は、レギュラー選手 183.3土19.9点、非

レギュラー選手 152.2:1:13.2点であり、群聞に有

意な差異が認められた (pく0.01)。これらの結果

から、車椅子バスケットポール選手の心理的競技

能力と競技レベルの関連性が示唆された。なお、

レギュラ一群の総合得点は、先行研究の健常者の

国際大会出場者の平均得点(I83.6点)と同程度

であり、非レギュラ一群では、市町村大会出場者

の平均得点(I53.5点)と近似した値であった。

車椅子バスケットボール選手における競技レベ

ル別の心理的競技能力差は、健常者の競技スポー

ツ選手のそれに比べ、大きい可能性が示された。
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400m走における自己能力の限界への挑戦と応援行動の関係性

一応援行動のタイミングと熟練度による影響の違いについて一

0阿南祐也(九州大学大学院)，西本一雄(大分大学)

谷口勇一(大分大学)，橋本公雄(九州大学健康科学センター)

キーワード:オーディエンスエフェクト 走運動応援行動

目的

Zajonc (1965)は血eH叫1・Spen民自切ryとの関係を

通してオーディエンスエフェクトを説明した。しか

し、オーディエンスエフェクトを競技パフォーマン

スに適用した場合、種目や熟練度などの要因が影響

するため一貫した結果が得られていない。このこと

は、応援行動のタイミングの問題も関係していると

考えられる。そこで本研究では、陸上競技の相伽n

走を用い、熟練度と応樹子動のタイミングがパフォ

ーマンスに与える影響の違いを明らかにすることを

目的とする。

方法

1.対象および期間

0大学陸上競技部とN大学陸上競技部の短距離及

び中距離選手の男性 12名を対象に、 2007年12月下

旬の2日間で実施した。

2.測定項目

タイムトライアル直後に、主観的=謝面として限界

到達度と心理的競踊肋を、客観的指標として40伽

走の速度と血中乳酸値を測定した。

1)限界到達度:自己能力の発得度、疲労度、満足

度に関する 6項目(10段階)で測定した。

2)心理的競櫛E力:徳永・橋本(2∞0)の心理的競

技能力診断検査(DIPCA3)を参考に 11項目(10段階)

を設定して測定した。

3)40伽 1走の速度 :40伽n走の記録を測定し、 400m

走の平均速度を求めた。

4)血中乳酸値:ラクテート・プロ L下1710を用い

てタイムトライアル直後に測定した。

3.実験プロトコル

12名を熟練者(6名)と非熟練者(5名)に群分けし、

40伽1走のタイムトライアルを 2日に分けて 1日2

回、合計4回実施した。実験は応援行動がない場合、

競技前のみ応樹子動がある場合、競技中のみ応援行

動がある場合、競技前と競技中に応援行動がある場

合の4種類を各被験者に異なる順序で実施した。

結果と考察

応樹子動のタイミングと熟練度による影響の違い

を明らかにするため、応援行動がない場合を対照実

験として二元配置の分散分析を行った(図 1，2)。そ

の結果、主観的旦捌面に関しては応援行動がない場合

と比較してほとんどのタイミングで熟練者、非熟練

者ともに向上した。また、限界到達度において競技

前と競技中に応樹子動がある場合では、熟練者と非

熟練者の聞に交互作用が認められた。客観的指標に

関しては、非熟練者では全てのタイミングで向上し

たのに対して、熟練者では全てのタイミングで低下

した。特に、 400m走の速度と血中乳酸値の両方で

競技前のみ応援行動がある場合と競技中のみ応援行

動がある場合で交互作用が認められた。

この結果から、非熟練者は主観的にも客観的にも

応援行動からポジティブな影響を受けているといえ

るだろう。それに対して、熟練者は客観的に応援行

動からネガティプな影響を受けている。これは応援

行動がない場合に主観的=謝面が低いことから没入状

態であった可能性が考えられる。
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スクーパ・ダイピングにおける性質の検討

~ダイパーによる自由記述から見る認知的評価~

O本多芙美子(九州大学大学院) 橋本公雄(九州大学)

キーワード:スターパ・ダイビング 自由記述回答 KJ法

目 的

日本での各スクーパ・ダイビング団体における

エントリーレベルである Cカード(ダイビングラ

イセンス)保有者は， 200万人を超えると推測さ

れる(蓬郷， 2007).スターパ・ダイビングはジ

ョキ、ング、やマラソン，水泳などの一般的なスポー

ツと比較すると非常に少数派のスポーツである

にもかかわらず，他のスポーツおよびレクリエー

ションからは得ることがない感覚・感情を与えて

くれると小田 (1990)や布施 (2001)は述べて

いる.しかしそれらは著者など一個人が抱く観念

に過ぎず，スターパ・ダイビングが持つ性質にお

ける評価を検討した例は見当たらない.そこで本

研究では，ダイパーがスクーバ・ダイビングに抱

いている潜在的な性質を自由記述から引き出し，

人とスターパ・ダイビングとの関わり方を検討す

る.

方法

調査対象はCカードを保有している400人のダ

イパーであり， 2007年 5""'8月に郵送法及び集合

調査法にて行われた.調査内容は「あなたにとっ

て『ダイビング』とはどのようなものですかJと

ういう聞いに対して，自由記述回答方式で行った.

分析手順は，川喜田二朗 (1967)が提唱した KJ

法の手順にのっとり， 3人のスターパ・ダイビン

グインストラクターおよび2人の修士課程修了者

に協力をいただき，分析・検討を行った.

結果および考察

有効回答者は 303人(有効回答率75.7%)であ

り， うち男性が 177人 (58%)，女性が 126人

(42%)であった.分析可能な記述は 286であり，

それらを類似している記述・語糞でまとめたとこ

ろ， 85のカードに分類することができた.さらに

カードをグ‘ループ分けしたところ，大まかに 9つ

のグループに分類することができた(図1).

グループ問での関連性を検討したところ， w人

生・生活の一部~， w趣味~， w生涯スポーツ・レジ

ャー』の 3グループには高い正の相闘が考えられ

る.これら各グループの特徴を包括し，ダイパー

のスターパ・ダイビングに対する評価を検討した

ところ，①スクーパ・ダイビングは一部のダイバ

ーにおいて，趣味として，生涯スポーツ・レジャ

ーとして，また人生・生活の一部として扱われて

いることが窺え，②スターパ・ダイビングはダイ

パーにとってリフレッシュ・リラックスする手段，

楽しむための手段，自然・生物と触れ合うための

手段，人として成長するための手段，発見・冒険

を体験するための手段，非日常・別世界を体験す

るための手段であることが窺えた.
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ウォーキングイベント参加学生の感情状態の変化

O 正野知基(九州保健福祉大学)

キーワード: ウォーキングイベント 学生感情状態

目的

近年，日本では生活習慣病の増加が社会問題とな

り，運動習慣を含めた生活習慣の改善が推奨されて

いる.大学においても，学生の心身の健康問題が指

摘されており，体験学習の場としての大学体育に求

められる役割は多様化してきでいる.このような状

況の中で，正課の授業以外にも，運動に親しめるよ

うなイベントを企画・実施することは意義あること

であると考えられる.本研究は，ウォーキングイベ

ントに参加した学生の感情状態の変化を調査し，学

生にとってより魅力のあるウォーキングイベントを

考えるための資料とすることを目的とした.

方法

1.対象および調査時期

平成 20年5月 17日(土)に実施した，総距離約

17凶(往路:約 9km，復路:約 8km)のウォーキン

グイベントに参加した学生(男性 27名，女性 11

名;平均年齢 18.7土1.1歳)を対象とした.なお，

往路，復路ともに約 2時間，中間地点での休憩時

間(昼食)は約 40分，天気は晴れであった.

2.調査内容

出発前，中間地点到着時および終了後に感情測

定尺度 (MCL-S.2)を用いて，感情状態の変化を測

定した.MCL-S.2は， r快感情J4項目， rリラック

ス感J4項目， r不安感J4項目の 3因子 12項目で

構成されている.回答カテゴリーは fまったくそ

うでない(1)Jから「まったくそうである (7)J 

までの 7段階である.

結果と考察

対応のあるー要因分散分析の結果， rリラックス

感」には有意な変化は認められなかったが， r快感

情J(pく0.001)， r不安感J(pく0.00において有意

な変化が認められた.多重比較検定 (Bonferron j) 

の結果，出発前と終了後の「快感情Jに有意な得

点の上昇 (pく0.000，r不安感Jに有意な得点の低

下 (pく0.01)が認められた.一過性運動が気分や

感情に与える影響については，快感情や活気など

のポジティプな感情が増加し，不安や抑うつなど

のネガティプな感情が減少することが報告されて

いる.本調査結果も同様の変化を示した.

中間地点の高台の公園からは，市内と太平洋が

一望できるため，感情に何らかの変化があるので

はないかと仮定していたが，出発前と中間地点到

着時には有意な変化は認められなかった.中間地

点到着時と終了後には有意ではないが，得点の変

化傾向 (r快感情J: p=O. 064， r不安感J: p=O. 10) 

が認められた.また，終了後のアンケートに“参

加してよかった"と回答した学生は 33名，しかし

“また参加したい"は 15名で、あった.これらのこ

とから，今回参加した学生達にとっては距離が長

かったのかもしれない.今後も検討を重ね，学生

が参加してよかった，また参加したいと思えるよ

うなイベントプログラムを探っていきたい.

7 r ・p<T.Ol，..p<T.OOl VI出鎗前
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ー事ー快感情

ー唱一リラックス感
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前 中笹

図l 出発前，中間地点到着時および終了後の

感情状態の変化
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ウォーキング事業参加が運動行動を促進させるか

一運動習慣の有無の視点からー

O 熊崎絵理(九州大学大学院) 杉山佳生・橋本公雄(九州大学健康科学センター)

井上百愛・野津亜紀(九州大学大学院)

キーワード:トランスセオレテイカル・モデル運動の継続運動習慣群非運動習慣群

円的

近年、生活習悌丙やメタボリツクシンドロームな

どの疾病が増加している。その予防や改善策として

身体活動の増強が効果的であるといわれている。ま

た、座位活動が中心となってきており、意識しない

と身体活動量付減少する一方である臼そこで健康増

進を目的とした身体活動としてウォーキング事業が

よく行われている。ウォーキングは年齢を問わず自

分のベースで行うことができ、さらに低一中等度の

運動のため、継続化につながる運動であるというこ

とができる。定期的で適度な運動は健康増進に貢献

するためゆepar凶 entofHeal也 andHuman

Services， 1蜘)、ウォーキング事業を通して運動習慣

を身に付けることが大切であるといえる。

以上のことを踏まえて、本研究では運動習慣の有

無の視点から、ウォーキング事業参加前後、事業参

加後とその半年後におけるトランスセオレティカ

ル・モデル(11M)変容ステージの変化、さらには

継続率について検証し運動行動が促進されたか検証

することを目的とした。

方法

1.対象およて潮査時期

調査対象は、ウォーキング事業に参加したF県C

市の小学生以上の市民58名(男性 19名、女性39名

平均年齢59.2土9.6歳)とした。調査は2∞7年6月-

2∞8年5月の期間に行ったo

2.調査内容

調査内容は、事業前・後・フォーアップの11Mス

テージと事業終了以降のウォーキングの継続状況で

あった。ステージは TIM変容ステージの質問項目

を用いて調査し、継続状況については事業終了から

フォーアップ調査までのウォーキングについて、中

止・継続後中止・中断後再開・継続といった4つの

項目から測定した。

結果と考察

運動習慣別に事業前・後、事業後・フォローの11M

のステージ変化を調査した(表 1，2~ 運動習慣有り

の群でのステージ変化はほとんど見られなかったが、

非運動習慣群の事業前・後のステージで顕著なステ

ージ上昇が見られた。しかし、非運動習慣群の後・

フォローのステージ変化においては顕著な下降が見

られた。継続率に関しては、運動習慣有群では88.9%

の人が事業終了後のウォーキングを継続しているが、

非運動習慣群では69.3%の人がフォロ一期間にウォ

ーキングをやめている。

非運動習慣群における事業後・フォローのステー

ジの上昇については、ウォーキング事業という介入

の効果があったことが推察される。さらに、事業に

参加することで身近な人のサポートがステージ変化

につながり、運動行動が促進されたとも考えられた。

フォローにおける継続率については、運動習慣群に

対し非運動習慣群が低かったことは、事業後に自立

していないからであると考えられる。
2u.連動習慣あり事前・幕後

』 ・ n l関心期 輔期 新聞

却

維持期
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ウォーキング事業継続者への PlannedBehavior理論の適用

一事業参加で行動意図の予測カは変化するかー

0井上百愛・野津亜季・熊崎絵理(九州大学大学院)，橋本公雄(九州大学健康科学センター)

キーワード:Planned Behavior理論行動意図 ウォーキング介入研究

目的

ウォーキング、行動介入によって百eoryof planned 

behavior (TPB)はどのように変化するであろうか.

また，介入後の継続をTPBで予測できるであろうか.

このような疑問から，本研究では，ウォーキング事

業介入による①fPBの変化を調べること，②TPBの

行動意図の予測力が変化するかを調べること，③事

業後の継続に対する TPBの予測力を調べることを

目的とする.

方法

1.対象および調査時期

平成19年度の約6ヶ月間のウォーキング事業を終

了した者を対象に，事業前後およひ宅事業終了から約

半年後の3回にわたって質問紙を配布した.データ

が完全な対象者を抽出し，男性25名，女性30名の

55名(平均年齢60.臼9.3才)を分析対象とした

2.調査項目

1)事業介入前後の，運動・スポーツ活動 (20分以

上，週3回以上)に対する TPB変数

-態度:面白さ，有益さ，心地よさ，良さ，楽しさ，

望ましさの6項目， 5段階で測定

・主観的規範:他者(親友，家族，周囲の人々)か

らの期待感の3項目， 5段階で測定

・行動の統制感:遂行する確信度・自己決定感・難

易度の3項目， 5段階で測定

・行動意図:調査後 3ヶ月以内の行動に対する意図

を5段階で測定

2)事業介入後約6ヶ月間のウォーキング行動

ウォーキング、事業終了後 「ウォーキングをやめ

たj，rしばらく続けていたがやめたj，r途中でやめ

たがまた再開しているj，rずっと続けているJの 4

段階で測定

結果と考察

ウォーキング事業介入前後の各TPB変数の値を2

要因分散分析(介入前後×性別)で分析したところ，

主観的規範の時間要因の主効果が有意であり，男女

とも事業後に好意的変化がみられた伊く.01). また，

事業前と後の態度，主観的規範，行動の統制感が行

動意図をどの程度予測するかlこついて重回帰分析を

行った (Table1).その結果，事業前では態度と行動

の統制感が意図の有意な予測因であったのに対して，

事業後では態度は有意ではなく，行動の統制感のみ

が有意で，主観的規範に有意傾向がみられた. しか

しモデルの説明力を表す R
2値は事業前後

(前:R2=.605;後:R与.581)でほぼ変わらず，いずれに

おいても行動の統制感の規定力は大きかった.

これらの結果から，今回のウォーキング事業介入

は対象者の運動・スポーツ活動に対する意図や態度，

統制感にそれほど影響を与えず，行動意図の予測力

を高める要因にはなりにくい可能性が示唆された.

しかし，事業介入によって主観的規範が高まり行動

意図の予測力を高めていることから，事業を通して

得た他者の存在がウォーキング行動に5郎、影響をも

たらすようになったと言える.

また，行動意図と行動の統制感を独立変数とし，

フォローアップのウォーキング行動を従属変数とし

て重回帰分析を行ったところ，有意な結果は得られ

ず， R2値も低かった (R2=.例4). このことから事業

介入直後の TPBからその後の継続を予測すること

は困難であることが示唆されたが，継続状況の質問

内容自体が不十分であるとしづ課題も残された.今

後はさらに対象を増やし継続の程度を明確にして，

TPBが運動の継続をどの程度予測できるのかを解明

する研究を行っていく必要がある.
TIIblo 1...介入前後の軍国帰分続{従属変敏1ま行動怠図}

I1IIs 復 β

限度 211. 

主観的規範 .1816 

続制$ 697.. 697.. 

w .605.. .581.. 

** <.01 

* <.05 

a <.10 
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ウォーキング事業終了後のウォーキングステージの

変容パターンとその規定要因

O野津亜季(九州大学大学院)，橋本公雄(九州大学健康科学センター)， 

井上百愛(九州大学大学院)，熊崎絵理(九州大学大学院)

キーワード:トランスセオレテイカル・モデル運動行動計画行動理論運動の継続

目的

近年、運動・スポーツ活動を定期的に行うことは、

健康の維持・増進に役立つと考えられ、多くの人が

取り組むようになってきた。ウォーキングもその一

つである。しかし、継続して運動・スポーツ活動を

行うことは容易ではなく、運動・スポーツの継続化

は大きな課題となっている。そこで、本研究では、

トランスセオレテイカル・モデルの行動変容のステ

ージを用い、ウォーキング事業終了時とその後のウ

ォーキングステージの変容パターンとウォーキング

の規定要因を明らかにすることを目的とした。

方法

1.対象および調査時期

調査対象は，平成 19年度 C市のウォーキング事

業に参加し、事業終了後のアンケート調査ならびに

フォローアップ調査に回答した60名(男性20名、

女性40名)であった。事業終了後のアンケート調査

は平成 19年 11月中旬---12月に行い、フォローアッ

プ調査は平成20年 6月に行った。

2.調査項目

事業終了時に、ウォーキングステージ、運動行動、

計画行動理論の変数(行動意図、態度、主観的規範、

行動の統制観)ならびに精神的健康パターン小佐IP)

を調査し、フォローアップでは現在のウォーキング

ステージと継続・非継続の理由を調査した。

1)運動行動:Kasari (1976)の身体活動指標(頻度

×強度×時間)を用い，最近 1週間の運動・スポー

ツ活動を測定した.

2)行動意図:今後 3ヶ月以内の運動・スポーツ

活動 (20分以上，週3回以上)に対する意図を 5段

階で測定した.

3)行動の統制感:運動・スポーツ活動 (20分以

上，週3回以上)を遂行する難易度・自己決定感・

確信度を3項目 (5段階)で測定した.

結果と考察

ウォーキングステージの変容パターンの要因を明

らかにするために、ウォーキングステージ変容の上

昇群(0=8)、不変群(1F35)、下降群(1F1ηの 3群に分

類(表 1)し、計画行動理論の諸変数等に対し、上昇群

と下降群の2群で、分散分析、 χ2検定を行ったが、

いずれも違いはみられなかった。この理由のーっと

して計画行動理論の諸変数が一般的な運動・スポー

ツであり、ウォーキングという特定的な行動との対

応関係に問題があったことが推察される。

運動・スポーツ意識についての質問の rl人でも

運動・スポーツ活動を行うことができる」という項目

(χ2三3.715，Pく.10)で2群聞に有意な傾向が見られた。

上昇群は下降群よりも一人での運動遂行に対し、肯

定的な回答が多かったことから、事業参加によって

自立したウォーキングを確立することが必要と考え

られる。

また、フォローアップ調査時に行ったウォーキン

グの継続・非継続理由の自由記述では、上昇群・不

変群は、継続の理由として、「健康のためJr生活の

一部Jr楽しみ」等のウォーキングそのものを肯定的

に捉える意見が多かった。一方、下降群は、「忙しいJ

「体調がよくないJr家庭の事情J等のやむをえない

理由によりウォーキングを継続することができない

との意見が多かった。よって、今後はこれらの内容

を考慮した要因を検討する必要があると思われる。

表1.ウォーキングステージの変容

n|無関棚 関繍準備期 新期 維持期

関心期 I3 I 1 I 1 I 1 上昇群

糊期 1121 2 I 6 I 4 

実行期 I10 I下降群 2 

維持期 I3S 3 4 
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ウォーキング環境認知と TTM変容ステージの関係について

0藤原大樹(九州大学大学院)橋本公雄(九州大学健康科学センター)

キーワード ウォーキング環境認知 トランスセオリテイカルモデル

目的

近年、欧米では健康尉進を目的としたウォーキン

グに関する研究が数多く実施されており、ウォーキ

ング実施促進におけるウォーキング環境の役割lに注

目が集まっている。我が国でもウォーキングと環境

の関連を検証した研究(仮倉ら，2∞5)は行われてお

り、ウォーキング環境認知と日歩数の問に有意な関

連があったことが報告されているが、 トランスセオ

リテイカルモデル (TIM)の変容ステージとの関係

は明らかになっていない。 近年、主流となっている

lTMを基にした介入に際しては、変容ステージ別に

対象の特徴を肥促することが重要であるロそこで本

申限Eでは‘ウォーキングの変容ステージ別にウォー

キング保証E認知を比較することで、その特徴を明ら

かにすることを目的とした。

方法

1.対象および制査時期

制査対象は、 C市のウォーキングプログラム参加

者である。全 132名に調査察を配布 ・回収し、資料

の完全な 120名(男34名.女86名)を分析の対象

とした。調査は、ウォーキングプログラム開始前の

2008年6月上旬に行った。

2 調査内容

(1)基本的属性

対象の性別について調査した。

(2)ウォーキングの変容ステージ、

ウォーキングの変容ステージの回答方法は、自分

のウォーキング行動について巌も当てはまるものを

4項目から選択する方法である。対象者がプログラ

ム参加者であったため、 「無関心J11IJを除く 「関心JUIJ
「準備期Jr実行JUIJr維持矧」の4ステージを分析

の対象とした。

(3)ウォーキング烈境認知

先行研究(板倉ら。 2007;Ross e 1 a J.， 2004)を

参考に準日liした 「施設へのアクセスJr安全判Jr J;t 

観J r道路猿備」に関する 8項目を用い、対象者に

自分の居住する地域のウォーキング環境について評

和liさせた。

結果と考察

ウォーキングの環境認知を測定するために尺度を

作成した。B項目からなる質問項目に対して、探索

的因子分析(主因子法・プロマックス回転)を行い、

因子負荷量が 35を下回り、{也の項目との共通性

が10以下であった項目を削除した。次に.この因子

の内的整合性をIlJ'Jらかにするためにクロンパックの

a係数を算出したところ、 α=0.83であった。以下

の分析では、これらの過程を経て作成した l因子 4

項目からなる尺度を使用した。

ウォーキング変容ステージ別のウォーキング環境

認知の特徴を把握するために、変容ステージ別の環

境認知尺度の得点を比較した。差異の検討には、尺

度得点を従属変数とする一元配置の分散分析を行っ

た。その結果、ウォーキング深境認知において変容

ステージの主効果 (F=3.617、p<.05)がみられたた

め、80ぱbπuru法による多重比較を行ったところ、「維

持則」の深度認知得点が 「準備JUIJの環境認知得点

より有意(p<.05)に高かった(図)。このことは長

期lのウォーキング習tnを持つものほど、 近所のウォ

ーキングに過した環境に触れ、環境を高く評価して

いる可能性が考えられる。

13 

環ロ5

境 121 

11.5 i 

111 

飽
知
尺
度
得 10.5

点目

9.5 

• 

関心糊(1¥=25) 場備期(n:49) 実行期(n=7) 鋒鰐期(0:38)

1""3.617，・.('<".05 

図変容ステージによるウォーキング環焼忽知の違い
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クーリングダウンの有効性に関する一考察

一特に女子サッカーを対象にして一

0今村 由美(佐賀大学大学院教育学研究科)

木村靖夫(佐賀大学教育学部) 中山正教(佐賀大学大学院医学系研究科)

キーワード:女子サッカー 乳酸 クーリングダウン

{目的}

スポーツ選手にとって、コンディションづくりは、

各種目の技術練習やその他のトレーニングと同様に、

極めて重要なものである。コンディションづくりには、

練習や食事、休養など様々な要因が含まれているが、

なかでも、ウォーミングアップとクーリングダウンは

特に着目に値する。多くの人は、ウォーミングアップ

の重要性を理解している。しかし、クーリングダウン

は早期の疲労回復などの効果が窺正されているものの

早く帰宅したい、面倒臭い、何を行えばよいのかが分

らない等の理由から軽視される傾向にある。

そこで本研究では、女子サッカー部員を対象に、ク

ーリングダウンの有効性を3つの方法から比較・検討

することを目的とした。

【対去】

1.対象者

対象者として、 S大学女子サッカー部に所属する女

子選手 16名を採用した。

2.測定方法

測定は平成19年 11月30日と 12月3日にS大学グ

ラウンド陸上競技場で行ったo 11月 30日の気温は

10.f'C、 12月3日の気温は 10.20Cで、あった。

クーリングダウンは、ジョギング群、ストレッチ群、

ジョギング+ストレッチ群、コントロ一ノゆ学の4グル

一プに分けて行つたιoまず、身体僻等E成と安静時の

数、手峨値の測定を行つたo次に、 10∞M走の測定を

行い、直後に，乙粕数日峨値を測定しクーリングダウ

ンに移行しfこ。ストレッチ群のストレッチは、ウォー

ミングアップと同様のもの、ジョギング群は1周 (400

M)を5分ペースで走るものと、ジョギング+ストレ

ッチ群はストレッチ群とジョギング群を組み合わせた

ものとした。クーリングダウン開始から 5分後・ 15

分後にJ[;粕数を、 10分後・ 20分後にJt粕数日 峨 値

を測定した。運動直後から、 10分後の手峨値の減少量、

運動直後から 20分後の手峨値の減少量、運動 10分後

から運動20分後の手峨値の減少量の比較を行った。

【結果及び考察l
JL粕数においては4グ、ループ聞のどの比較において

も有意な差がみられなかったが、乳酸値の減少量にお

いては、ジョギング群において、有意な減少が認めら

れた。これは、ジョギングを行ったことで、血液循環

が促進され、血液量が増加し、鰍枕酸素が身体の隅々

まで行き渡ったことで、疲労物質の除去がスムーズに

行われたことによるものと考えられる。しかし、一般

的にみてストレッチも疲労回復に活用されている。ス

トレッチによって、筋肉に柔軟性を与えることは、血

行が促進され、疲労を回復させることにつながるから

である。しかしストレッチ運動を含んだ、グ、ループの乳

酸値には有意な減少がみられなかったo その理由とし

て、 1000M走測定後すぐに身体活動を停止して静的な

ストレッチにはいってしまったために、血液循環量が

減少し、乳酸が除去されにくかったので、はなし、かと考

えられる。そこで、運動直後すぐに静的ストレッチに

入らずに、プ、ラジル体操などの動的ストレッチを行っ

てもよかったので、はなし、かと考えられる。また、実験

の時間帯が遅く気温が低かったために、筋肉が収縮し

てしまい、血液循環が促進されずに手峨値が減少しな

かった点とも考えられる。

【縦命】

クーリングダウンの方法を考える時に、競技特異性

を考慮する必要があるということ、また競技によって

クーリング、ダ、ウンの方法は違ってくるということが示

唆された。
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アメリカンフットボーノレ選手の筋力トレーニングに関する

運動方法学的研究

ーベンチプレスと平行棒を活用したプログラムの試み一

0池田光功(福岡教育大学大学院研究生)

キーワード:アメリカンフットボール 筋力トレーニング

目 的

強く，激しくコンタクトする，アメリカンフット

ボ‘ールの頭部及ひ顎部外傷は重篤な事故に繋がる恐

れがある.これらの外傷予防を通じて，競技力と安

全性を高める運動方法を考案し，その両輪の軸とな

る筋力トレーニング‘を実施する.そこで，上肢の筋

力の強化と腕を伸ばし切る運動動作から，頭部，頚

部への直接的な徳躍を軽減できる効果に着眼した.

いわゆる，ヘッドファーストコンタクトを回避し，

ハンドファーストコンタクトの実銭を行わねばなら

ない.本研究は上肢の筋力を強化することを目的と

し，その有効性を運動方法学的に考察した.

方法

プログラムは2∞7年6月下旬から同年10月下旬

まで，九州学生リーグに所属する2校(K大学:n=17，

1 部リーグ，身長 170.4~.5cm，体重η.4土12.0kg， F 

大学立時， 2部， 171脳 .8cm，77 ~15.4勾)を対象

に原則 1週間に2回以上， 1回あたり 60--90分.上

半身のトレーニング時に，ベンチプレス・ナロー(手

幅が肩幅より狭し、)を導入し，コンタクト発生時に

相手胸部を目掛けて腕を伸ばし切ることで，突き放

す動作が習得できる事を期待した(IRM5併も以下，

陥-epx3誠).次に，腕の付根である肩の強化を図る

ため，平行棒(両肩支持から上下運動， 1伽芭px3set)

を導入した.測定矧面を2-3週間毎に形働司径固と

ベンチプレス(手幅は肩幅より広い)最大挙上重量

(IRM)を実施した.統言尚微討方法にはss則 2∞4

を使用し，初回時と終回時の平均値の差を比較した

検定を行い，同じ大学問で、の比較はp泊吋t・闘を，

異なる大学問符手間(技術を要し体重が軽いスキル

群・接触が多く重いコンタクト群)の比較では変化

率を出しunpair吋 t・闘を， 3群以上の比較では一元

配置分散分析を行い多重比較Sche偽法にて検定した.

結果及び考察

K大学のベンチプレス lRMの変化は初回時

72.66:i:14.19kg，終回時 79.6'先 15.02kg(同001)， F 

大学のベンチプレス lRMの変化は初回時

ベンチプレス 平行棒

73.44土18.0花g，終回時81.25土13.9先g(p=O.∞2)の結

果， 2校とも統計的に有意に挙上重量が増加してい

ることが認められた脇下から縦方向へ肩の形態を

測定した K 大学の上肢付根囲の変化は，初回時

42.33:J:3.99cm，終回時4437土4必 m の結果，統計的

には有意とは言えないが増加している傾向が認めら

れ(同.094)，F大学の上肢付根囲の変化は，初回時

44.44:J:3.48cm，終回時49.5低5.似m の結果，統計的

に有意に増加していることが認められた(p=O.026).

図 1に示す前腕囲の多重比較の結果， K大学コンタ

クト群と F大学スキノ曜の比較において有意差が認

められたことから 腕をよく使用するポジションと

しないポジションとの関連性が周径囲の増減に影響

を及ぼしたと推測され，競技初期脚皆の被験者や，

これまで筋力トレーニングに力を入れてこなかった

被験者に有安対全が発揮された.また，平行棒は左右

の上肢に体重負荷が均衡に掛かるため，バランス感

覚を含めた上肢の総併句な筋力の発達性が見込まれ，

ベンチプレス・ナローと共に競技に即した運動方法

であると考える.すなわち，相手を突き放す動作か

ら，相手との距離を作り出す事が可能となる.従っ

て，以下の3点lこっし、て運動方法学的に考察した.

1.相手の体が障壁になることがないため，視野が開

かれ，運動の先取りを新子ずることができる.

2.すばやく，強く腕を伸':f-すことで，相手のスター

ト時の動作を狂わせ，意図する運動を行わせない.

3.ヘッドファーストを回避し，頭部，頚部への直接

的な律躍からの保護及びダメージの軽減などの外傷

予防と安全性の向上に繋がる.

変1.1化5事「 Sc:1I:fi: 
pe O.016 

u ~ 

10S • 

0.9S 

0.9 

0.8S←A 

K大学スキルP K大学コンタクト群 F大学スキルo F大学コンタクトo
D-10 ・・・4

凶 1K大学及びF大学の各oの変化率による前腕調の多竃比健 分散分続p・0.013
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バスケットボーノレの授業における

女子のワンハンドシュ}トの可能性について

森万奈(佐賀大学大学院)，福本敏雄(佐賀大学)

キーワード:ワンハンドシュート女子 リングの高さポールの大きさ

目的

小学5年生男子が、バスケットボールの大会でワ

ンハンドシュートを打っている場面を見かけることが

ある。一方、日本の女子の中ではツーハンドシュート

がー鮒句である。その理由のーっとして、筋力不足が

挙げられている。しかし、中学1年女子の全国平均

値随カ:22.23kg(平成18年清筋力 64.58均{平成

3--5年の平均)】 iま小 5男子の全国平均値[握力:

17. 14kg(.平成 18僧前努力 58.12kg(.平成3--5年の

平均)】を上回っているので、筋力不足という理由は

成立しないのではないだろうカ弘そこで本研究は、

ワンハンドシュートの指導に着目し、ワンハンドシ

ュートをバスケットボールの授業に取り入れるため

に適切なリングの高さやボールの大きさなどの条件

を検討することを目的とした。

方法

1.対象およて燭糊間

対象は佐賀県内 F中学校 1、2年生錨緒 :14 

名未経験者:16名)、 S大学 1--4年生縫験者 :6

名未経験者 :6名)の女子計42名であり、平成 19

年 10--11月に実施した。

2.実験方法

ωボール

バスケットボール(6号球)、ドッチボーノレ(1号球)、

ソフトボールの3種類とした。

ωリングとリングの高さ

リングは、高さの調節が可能である可動式リングを

用いた。リングの高さは以下の通りである。

q鴻徴用のリングの高さ

②手を伸ばしてリングに届く高さ

③自分の身長と閉じ高さ

④自分の胸と閉じ高さ

の4種類とし、④以外は、 110--210cmまでの 10c

m刻みで高さを設定したリングから、対象者自身に合

ったものを選択させた。

(3)シュート

ワンハンドシュート、ツーハンドシュートをそれぞ

れ各条件において 10本ずつ打つこととした。

結果

表1未経験者・経験者別の得点率(リングの高さ)
中学生 大学生

未経験者 経験者 未経験者 経験者

シヲン
①手を伸ばして
リングに届く商さ 4.(11 4.47 6，伺 6.96 

zトl a ハ
@自分の身長と

ンド 同じ高さ 3.印 3.64 6.倒* 6.1白

@自分の傭と
同じ高さ 4.46 4.98 6.88 6.61 

シツ
q浮を伸ばして

リングに届く高さ 4.10 6.1伺 6:お 6.姐
Zト!L ハ @自分の身長と

ンド 同じ高さ 4.67 4:刃 6.34 6.16 

@自分の胸と
同じ高さ 4.也 6;ω 6.38 6!白

表2 未経験者・経験者別の得点率(ボールの種類部

中学生 大学生

来程験者 経験者 未範験者 笹験者

シヲ
バスケットポール 3.回 4.33 6.46 6.0 

ユトl ハン ドッチ喝事ール 4.60 * 4.33 6!白* 6.94 

ンド
ソフト対事-Jレ 4.60 * 4.46 * 6.白 628 * 

シユツ| 

パスケットポール 4.1伺 6.16 6.71 7.22 

トlハ
ドッヂポール 4.33 6!67 6!伺 6.11 

ンド' ソフト喝事ール 4.12 4.24 6.71 4.39 

競技用のリングの高さで、バスケットボールでのシ

ュート率はワンハンド、ツーハンドいすサLも表 1、2

のシュート率を下回った。表1より、高さ②、③、④

については大きな差がみられなかった。

中学生の剖括動未経験者では、 ドッチボールでのワ

ンハンドシュートのシュート率が高かった。

授業においては、学習者の発達段階や欲求に応じて

高さの設定を変えていく必要がある。女子がワンハン

ドシュートを打つために必要なボールの条件としては、

ドッチボールくらいの大きさで、バスケットボールの

ようにはね、回転がかけやすい材質・性質を持ったボ、

ールがょいと考えられる。
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バスケットボールのオフェンスにおける効果的な動きについての分析

ーオフェンスとディフェンスの時間的ズレに着目して

O1'Il匠l玄太 (福岡大学大学|同 田口正公 ・田原亮二 ・尾関一将(福岡大学)

キーワード ノくスケ'/トボーノレ時間1的ズレ 効見山Jな動き

目的

パスケ y トボーノレ指戦体によると、 「オフェンスlI~í

においては、必、ずオフェンスプレイヤーの即応に対す

るデイフェンスプレイヤーの対応のi座れやズレが生じ

る。Jとされていることから、シュートに繋がる動きで

は、いかにディフェンスとのスレを作るかが最重M課

題だと考えられる。

本lí)~はハスケットボーノレのゲーム "1"における、ンュ

ーターとディフェンスのスレをH寺|尚によって詞叩liし、

どのようなプレイによってズレが生じたかを分析する

ことで、シュートに繋がる効果的な動きをIY'Iらかにす

ることを目的としTゐ
方 法

男子第59回全日本学生バスケットボーノ同握手権大

会の、準決勝2ゲーム、 3位決定戦、決勝i批の計 4ゲ

ームを分析一主i象とした。

分析方7去はフロントコートを 12のエリアに区分し、

「ダートフイツ‘ンュ ・チームプロ」のタギング機能を

用いて、シュートエリア、ズレが生じたプレイ、シュ

ートを打ったプレイヤーなどをカウントしデータを集

計しむまた、ズレが生じたプレイは、パスを受ける

直前の動きを 11事!Im'iに分類しfこ也

ズレの時間は、シューターがパスを受けたl時点から

ディフェンスがボーノレ';:M批もることができる位置に来

たH寺までとして計iJllJをした。また、成功 ・5母校を含め

た全シュートで分析を行い、ノ-"7ークシコートの場

合、ズレの11寺III!をl秒とした。パスを受ける前のill!Jき
を対象とするため、 1対 1、ポストアジプ、 リバウン

ドからのプレイは文l象から除外した。スレの平均i時間

の比較には、一元配置の分散分析を用い、組倹率5%

以下を有意としfこ。

結果と考察

エリアごとでの出現割合は、 Aエリア(32%)、Iエリ

ア(17%)、Jエリア(16%)の順に高かった。これは、 A

エリアが、ンュートh矧J率の肢も高し、コーノレ下付近であ

り、そのため、出現，i!~ 1合が高くなったと考えられる。

両ウィングのスリーポイントエリアである Iエリアと

Jエリアの割合がjtliかったのは、スペースの広いフォ

ワー ドポジ、ンョンで攻態しようとした結果だと考えら

れる。ズレが生じたプレイの出現割合では、合わせの

プレイ(21%)、ミー卜(18%)、展開(15%)の順で向かっ

た。これは、ボーノレの「前首1Jを止めないようにするた

めに、合わせのプレイが多くなったと考えられる。ま

た、次にミートが多いのは、ボールやゴーノレの方向に

肺lかつてパスを受けることでシュートを打ちやすくす

るためだと考えられる。

Aエ リ アにおいてズレの平均時間に有'~~:差は認、めら

れなかったが、シングノレスクリーンは他のプレイに比

べて粉、準偏差が大きかった。これは、スクリーンを的

維に使用すればズレのH寺|簡を長くでき、的限に使用で

きなければズレの11寺IIfJが短くなることを意味している。

また、 Aエリアにおいては、合わせのプレイやランニ

ングプレイによってノーマークを多く作り出せると考

えられる。Iエリアにおいてもズレの平均時間に有意

差は認められなかったが、ダブノレスクリーンに関して

は、ヰ場自体は少ないがノーマークで、ンュートを打て

る可能性が高いことが示唆された。

まとめ

バスケットボーノレのゲーム中における、ンューターと

ディフェンスのズレをH寺附lによって~;Y1nfi し、どのよう

なプレイによってズレが生じたカψ示析した結果、スレ

の平均H寺聞に有意差は認められなかったが、エリアご

とでノーマークを作りやすい動きがわかった。このこ

とから、ズレ釘時間によって評価することの妥当性が

示され、プレイヤーが各エリアでテPイフェンスとのズ

レを作りやれ、動きを把促することで、自信を持って

シュートを打つことができると思われる。

• LL~ や *' ‘Z '" " 
4ミ

<t' <f' 
可?

"，-0"<:" 、 《ミ、台 《ト

、や 4ト
" 

ら

回J Aエリアにおけるノーマークシュートの本位
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運動の興味・関心を図るためのスポーツ漫画ブックレット内容の検討

0原部聖子(佐賀大学大学院教育学研究科)，原田奈名子(佐賀大学)， 

古津小百合(佐賀大学大学院教育学研矧ヰ)

キーワード:スオキーツ湧菌学枝教育連防頭株・関心濁蕗η現罪

目的

本研究は，スポーツ漫画の単行本・漫画雑誌の影響

力を利用し，運動への興味・関心を動機づけることが

期待できるスポーツ漫画を選定したブックレット(本

研究者試作以下ブックレットと称す)の内容を検討

することを目的とする.

方法

1.漫画文は学習漫画教材の功罪について先行研究の

レビュー

2.ブックレット作成調査:8県内小学校体育主任126

名を対象に質問紙法によるアンケート調査を行う

(1 )調査内容:体育主任の実態，学校とスポーツ

漫画，漫画研究に関する知識・認識，ブックレットの

活用について

(2)分析方法:rMicroωft EXiωlJを用いて単純集

計，クロス集計を行った.

3.既資料(原部 2006)と， 1， 2の調査を踏まえブッ

クレットの内容を検討し，ブックレットを試作する.

結果と考察

1.漫画を対象にした先行研究調査について

漫画の功罪研究の主な知見

子どもの融専を助ける (花見1955)
浸画は読者ゆ橋渡しになる (石川 l捌)

漫画の資料で授業に興味を持てる (明石2∞4)

豊かな想像力を働かせられる (明石2∞4)

超人的な英雄主義，露骨な表現 (花見19日)

活字書留し外で溜まなくなる，家族の団興が奪われる，制句

表現そ療のシーン (三木2∞13)
活l暴な言葉の影範物事を深く考えない (高井19臼)

どの日寺代も普遍的に漫画の罪の影響について強調さ

れているが(表参照)，漫画の罪の影響が漫画だけに限

らないとしづ指摘もある(高井1969，三木2003). 

学習漫画教材についての先行研究は数多くなされて

いる.学習漫画教材を用いることで，活動の視点が明

確になり，敵手が深まる可能性が含まれるという成果

も鶏正されてし、る(前回 1990).さらに，興味・関心

が喚起できる等の利点がある(福岡ら 1990，柊原2005). 

学習の過程に楽しさが含まれる可能性があることも指

摘されており(村田 1993)，耕オとしての価値が鶏正

されている(中海1993，石川 1994，佐藤1997他). 

スポーツ漫画についての先行布院から，以下のよう

にまとめられる.スポーツ漫画を読むことによって，

自分の感覚を重ねたり(斉藤2003)，文化装置になっ

たり(杉本1995)，疑似体験ができたりする(松田 1993)

といった魅力があるだ、けで、なく，スポーツの教育・普

及に漫画を情報発信として活用可能(松本2004)であ

るとか，スポーツ漫画がスポーツ参与を促す可能性が

ある(間野2004)等の布院がある.

以上より，スポーツ漫画には，楽しさを含み，誤っ

た知見を正し，新しい知見を与え，興味・関心を蜘E
するとしりた学習漫画初オの利点が内在している.そ

のため，耕オとして作られたものではないが，学習教

材として位置づけることが可能だと言える.

2.プ、ツクレット作成調査について

先に挙げた漫画の功罪研究についての体育主任の認

識は，先行研究に対して20%しか肯定的に捉えておら

ず，漫画に対する否定的イメージは根強いと確認でき

た一方で，スポーツ漫画の知子研究に対しては， 70%

以上の体育主任が肯定的に捉えており，スポーツ漫画

の効果を期待していると言える.漫画に対する功の研

究結果を知ってのイメージ変化は， 20%が「良くなっ

たjと答えていた.また， r悪くなったJと答えた体育

主任がいなかったことから，漫画の功についての知見

を伝達し続けることによって，漫画に対するイメージ

を肯定的に変化させると示凌された.作成予定のプ.ツ

クレットを「活用したしリ体育主任は 80%以上おり，

卒業研究(原部2007)の調査時， 48.1%より高まった.

それは，プ、ックレットの活用方法の例示を伴った質問

をしたことが，原因であると推察される.

また，ブ‘ックレットの希望内容として，何学年に薦

められるか，漫画の豆↑静a(松岡働査が漫画「エース

をねらえJを読んでテニスを始めた等)，活用方法をあ

げており，具体的な内容を求めていると言える.

以上より，内容については，あらすじ，主人公の特

徴，その漫画特有の特徴・魅力等のシーンをともなう

漫画の内容紹介と どのように樹オ化できるカ等の具

備句なものが好ましいであろう.なお，著作権につい

ても角結党している.
日開文献】明石要一(2似): r子どもの漫画読解力をどう見る州.

明治図書ト(学校教育の改革シリーズ)PP.5令部，石川利彦{問4): r漫
画は読書への橋渡しになるか'J，学校図書館， 526， PPl5-18 .海野勇三

位側):r東アジアt峨における子ども・青年の体力，健康，スポーツ・

リテラシー及U生活スタイルに関する国際研究l一関ヰ2:r，学校体育授

業の現状と成果に関する子どもの意識j一等
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保育者養成校における身体表現の段階的指導法

一冬を題材にした活動一

0矢野咲子，瀧信子(福岡こども短期大学:)，小川鮎子(佐賀女子短期大学)

下釜綾子(島崎女子短期大学:)，高原和子(福岡女特完大学)

キーワード:幼児新聞紙遊び身体表現指導法言葉かけ動き

研究目的

保育者養成校では学生が幼児に対する指導を考え

る場合、まず、ねらいにそった幼児の活動を予想しな

がら指導案を作成し、保育者としての援助キ酒白書Eにつ

いて考え、環境を準備していく事が大切である。また、

その指導における指導技術を磨く事も大切である。し

かし、幼児の身体表現指導法の学習において学生が直

接幼児を指導する場合、指導技術について課題が多く

見られる。指導教員は学生の指導技術の向上を図るた

めに事前に模擬保育を通して指導案の見直しキ指導方

御コ検討をする事が効尉句であると考えた。そこで、

本研究におし、ては効期ぬ関節句指導法を探ることを

目的とした。

研究方法

1 .研究対象および方法

F短期大学研究グループ学生8名が、「冬Jを題材に

した指導案を作成し、 2回の模様討呆育を行なった。そ

れ引もの指導における振り返りを行い、次の指導へと

結びつけ最後に幼児の指導実践を行った。全ての実践

をVTR撮影した()r保育者の言葉かけJr幼児の具備句

な表現内容とその持繍寺問Jにつし、て分析し、比較検

討を行った。 r保育者の言葉かけJの分析項目は「閉し、

かけJr共感・承認、Jr誘し、かけJr説明Jr指示Jr擬態

誌等Jr確認Jrその他Jである。

2.指導実践実施日

指導形態 実施日 対象

模擬保育1回目 12月17日 学生38名

模録保育2回目 1月16目 学生16名 | 

幼児の指導 1月21日 4歳児16名

結果と考察

1 .指導案について

模様百呆育l回目においては、新聞紙を雪に見立てた

遊びを、雪合戦で展開したが、幼児の自由な発想ゃあ

まり動きが見られなかったことから、活動内容を再検

討することとし丸模開呆育2回目では雪合戦に変え

て雪に見立てた新聞紙をフロア一面に山積みにして隠

れたり、そり遊ひ'を行ったりした。その終了後の振り

返りにおいて新聞紙の量や、設置の仕方について検討

を重ね幼児の指導へ結びつけたoまた、凧の達人で、は、

動きの提示や空間構成を見直した。

2.指導技術について

( 1 )保育者の言葉かけ

保育者の言葉かけについては、模擬保育l回目「説

明Jr問し、かけJr指示j、模擬保育2回目では「説明J

「指示Jが多かった。このことから学生は幼児自身が

イメージを深め、遊ひ守こ入ってし、くためには「問し、か

けJr誘し、かけjを多くしていくことが大切と考えた。

幼児の指導においては「誘し、かけJr問し、かけJr共感・
承認、Jが増え、模樹呆育を活かした言葉かけの見直し

に繋がった。

(2)幼児の具体的な表現内容とその持続時間

連凧になるところでの持続時間は、 1回目の模擬保

育2'26"に対し、幼児の指導7'07"と3倍近くであ

った。この時の動きの種類は「走るJr歩くJ r~跳ぶJ

「転がるJrしゃがむJr揺れるJなどであり、表現内

容はほl釘司じであった。しかし、幼児の指導において

は、動きを組み合わせて何度も繰り返して行っていた。

また、空間の使し、方にも工夫が見られた。雪猷Fの場

面においても、活動内容を見直したことで、動きの種

類が増加し表現内容にも変化が見られた。

まとめ

これらの実践を通して、学生は自分自身の指導にお

ける課題を捉え改善することが出来た。また学生が幼

児の姿を予測出来ない場合は、指導教員が助言すると

ともに学生自身が幼児になりきって遊ひeの楽しさの実

体験をする事が今後の指導に活かされた。

今回の身体表現の閥稽的指導法としては、まず学生

が指導案を立て、模繍呆育を通して実践を繰り返し、

その振り返りを活かしながら指導技術を向上させ、随

時指導教員が適切な助言を行うことが有効で、あった。
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課外活動で体力っくりに取り組む児童の

体力と持久走に対する意識調査

0森村和浩・平野雅巳・清永明・田中宏暁・進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:体力身体活動持久走運動習慣

目的

子どもの体力は 80年代の中頃から長期的に低下

傾向が続き，肥満児の頻度推移は増力削頃向にあり，社

会全体の問題になることが危倶されている.このた

め，運動の習慣や体力の必要性の認識などを高めて

おくことは有意義であり，小児期から食習慣や運動

習慣を中心とした健脚句な生活習慣を確立させる必

要がある.しかしながら児童の運動や持久走に対す

る関心や態度は必ずしも好意的なものではなく，特

に否定的な態度が上級生になるにつれて増加し，身

体活動量も減少すると報告されており，子どもの運

動向猷もや体力低下に対する対策は学校教育の課題と

なっている.

本研究では，始業前に体力っくり課外活動に取り

組む小学校に通う児童の体力と持久走に対する意識

について調査した.

方法

1.対象およE繍査R寺期

調査対象は， r健康的な生活習慣を身につけた子ど

もの育成Jを重点目標に掲げ始業前に課外活動とし

て健康・体力っくり運動を習慣的に取り組んでいる

M小学校の児童298名(男子 156名，女子 142名)

であり，調査は平成20年5月初旬に実施・回収した.

2.活動内容準備運動後，1-2年生は 150m!周，3-4年生

は180m!周，5-6年生は210m!周のトラックで7分間の

持久走を週に5回実施し，週に2回はその後 10分間

のボール運動を実施している.

3.調査項目

強度 2-6年生の過去 1年間の周回数から評価し

た.

持久走に対する意識・関心・態度先行研究(星川

ら， 1980)を参考に3項目(持久走は好きですか，

持久走は楽しいですか原張って走っていますか)の

質問紙を作成し，調査を実施比較した.

体力調査 体力(持久力)は文部科学省新体力テス

トr2伽nシャトルランJによって評価し，体力・運動

能力調査報告〈平成 18年度っと比較した.

結果と考察

M 小学校児童の体格は全国平均と比し有意な差

は認められなかった.持久走に対する意識は，先行研

究に比べ f持久走が好きJ(3ふ6年)， r走ることが

楽しいJ{3人5，6年)と答える児童が，有意に多く，女

子についても「持久走が好きJ(3，4，6年)， r走るこ

とが楽しいJ(5，6年)が有意に多く，M小学校の高学

年の男女ともに，持久走に対し好意的であり，シャト

ルランテストでも，全学年男女ともに全国平均値よ

りも有意に高値を示した(p<O.Ol).活動中の運動強

度を 1回あたり走距離から加ffiTs強度を推定したと

ころ低学年は 7.6+ O.7METs，中・高学年は 10.8:t

1.5METs， 1 0.4 :t 0.8~伍J's であり，本活動は児童期に必

要な活発な運動強度を満たしていたと考えられるが，

持久走の介入運動時間は 35分/週であり，高い持久

力を獲得する活動時間としては不十分であった.本

研究室では，岡市内に隣接し，生活環境の類似し習慣

的運動を行っていない0校の高学年児童と比較しで

も運動量，持久的能力ともに高いことを報告してお

りο∞2年，九州体育スポーツ学会)，M小児童は運動

に対する意識が高く，課外活動以外にも日常生活中

に，高い有酸素能を得られるような活発な身体活動

を獲得できていたと推察される.

以上から，本活動は児童の運動に対する意識に影

響を及ぼし，日常生活における活発な身体活動の獲

得や体力の向上にも貢献する可能性があり，児童期

に短時間であっても習慣的に運動に取り組むことは

健康的な生活習慣を身に付ける上で重要であると示

唆された.
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聴覚障害を有する競泳選手のスタート反応時間に関する研究

ー特にスタート時のリアクションタイムとパフォーマンスの比較一

O 中山正教(佐賀大学大学院医学系研究科)

木村靖夫(佐賀大学文化教育学部)柿山哲治(活水女子大学健康生活学部)

キーワード:聴覚障害者水泳 リアクションタイム

【目的】

今日聴覚障害者の競泳は、数年前よりパラリンヒ。ツ

ク種目から除外されたもののそれに変わるデフリンピ

ック大会などの国際大会において日本人選手が活曜を

見せている。競技人口においても増加傾向にあり、特

にジュニア選手の増加が見られるo このような現状の

中、健常者競泳選手キ披体不自由者競討く選手に比べ競

技力向上に関する研究や報告が少なしL 特に聴覚障害

者の障害特性から最も影響を与えるとされるスタート

動作に関するものはほとんど見当たらなしL

そこで本研究では、聴覚障害者水泳選手のスター卜

動作の中でも特にリアクションタイムに着目し、スタ

ート時のリアクションタイムとパフォーマンス、特に

タイムとの関連性を明らかにすることを目的とした。

【方法】

1.対象者

対象者として全国大会レベルの試合(ジャパンパラ

リンヒ。ック水泳競技会・日本身御章害者水泳選手権大

会)への出場経験のある男性聴覚障害者水泳選手 35

名(平均年齢31.3:t5.3紛を対象とした。対象者のうち

聴覚障害以外の疾病を持つ選手はいなかった。

2.測定方法

測定は、平成 19年度~平成20年度に行われた日本

身御章害者水泳連盟公認大会のうち、 SEIKO社のス

イミングシステムによりリアクションタイムが測定可

能なブロック大会以上の5大会で行った。レースタイ

ムはすべて、競技会での公式主鳴を郎、た。

【結果及び考察】

全対象者の平均値は、リアクションタイムが0.79:t

0.27秒、レースタイムが29.94:t2.79秒となった。

レースタイムについて

他の障害と比較しても有意に早い結果で、あった (vs

Blind:pく0.05、vsArmヤ<0.01)。しかし健常水泳選

手と比較すると現在の聴覚障害者の世界記録 (2008

年8月 1日現在)は、 23.86秒であるのに対し、健常

水泳選手の世界記録は約3秒以上の差が見られる。

リアクションタイムについて

他の障害と比較してほ国司記録である。また、圏内

の健常者 (2008年度日本選手権決勝 8名の平均タイ

ム)と比較しても、有意な差は見られなかった。

リアクションタイム・レースタイムの関連性について

リアクションタイムとレースタイムの相関では、リ

アクションタイムとレースタイムの聞に有意な相関関

係が見られ (r=0.7899)、リアクションタイムがレー

スタイムに影響を及ぼすことが示唆された。

しかし、レースの構成としてスタート・泳(フォー

ム)・ターンと大きく 3要素があり、また最も水泳で

レースタイムに影響を及ぼすとされるフォームの分析

を今回は実施しなかったため、今後はリアクションタ

イムともにフォーム分析の結果を踏まえて検討してい

くことが必要であると考える。
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幼児の生活習慣と運動能力の関係

0青木理子(尚綱大学)、井上勝子(熊本学園大学)、小森有子(長崎玉成短期大学)

土井由紀子(精華女子短期大学)、宮嶋郁恵(福岡女子短期大学)

キーワード:幼児、生活習慣、運動能力

【研究目的】

心身共に健康な幼児を育てるためには、食事、

睡眠、排班、着脱、清潔などの基本的生活習慣、

および運動、生活時間、遊びなどの日常における

諸々の生活習慣が重要である。幼児期は生活習慣

が身につく大切な時期であり、親や保育者の子ど

も理解、また子どもを取り巻く環境によりその育

ちは異なる。生涯の健康の基盤とも考えられる幼

児期は、日常の生活習慣により体力、運動能力に

も差が出るのではないかと考えられる。

本研究の目的は、幼児の生活習慣、環境などに

着眼し、運動能力との関係について明らかにする

ことである。

【研究方法】

調査対象は福岡にある幼稚園・保育所の 3.......5

歳児であり、 2∞8年 2.......3月に運動能力テストと

保護者への質問紙法による調査を行い 153(男児

66、女児 87)名の有効回答を得た。

【結果と考察】

①幼児を『第 1子Jと「第2子以降Jの2グルー

プに分け、運動能力に差があるかを比較したが、

有意差はみられなかった。

②幼児を「一人っ子Jと「きょうだいがいるJ2 

グループに分け、運動能力に差がみられるかを比

較したが、有意差はみられなかった。

③アンケートのく好きな遊び>の回答から、「動

的な遊びを好むグループJと「静的な遊びを好む

グループJを抽出し、運動能力を比較した。

男児においては有意差がみられた (P<O.041)。

それぞれの種目では、25m走，テニスボール投げ、

立ち幅跳びの種目で『動的遊びを好むグループJ

の方が有意に高かったo

④アンケートのく主に遊ぶ場所>の回答から、

f外遊びをするグループj と「室内遊びをするグ

ループJを抽出し、運動能力の総合得点で比較し

た。外遊びをするグノレープの方が有意に運動能力

が高いという結果であった。 (pく0.0413)。

⑤アンケートのく遊ぶ時の人数>の回答から、日

ごろ遊ぶ人数が r2人のグループj と r4人以上

のグループJを比較した。 4人以上で遊ぶグルー

プは2人で遊ぶグループより総合得点が有意に高

かった (pく0.029)

【まとめ】

今回は、幼児の育つ環境と基本的生活習慣およ

び一般的生活習慣により運動能力・体力に差があ

るのではないかという仮説の基に研究を進めて

きたが、対象児はほとんど基本的生活習慣は身に

ついているという回答を得た。また、運動や遊び

の生活習慣においては差があるという結果が得

られた。今後は環境としての親や保育者、また健

康上重要である食育、遊びについても視点を絞り

運動能力・体力さらに心の発達との関係も探りた

し、。
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3歳未満児の運動機能の発達に関する一考察

O 青山優子(平成音楽大学) 黒岩英子(西南女学院大学短期大学部)

キーワード 1・2歳児運動発達感覚機能

は じ めに

仰Jく女性の地加とともに保育所入所児刷丘年齢化が

進んでいる。子どもは保育所で過ごす1時間が長く、多

くの基本放能を保育所で樹尋してし、るといっても過言

ではなbL したがって保育所における日々の活動内容

や運動遊びの来たす役割は大きしL

そこでわれわれは、 2∞3年より保育所において基本

的技能を樹専できるように環蹟を整えた3歳未満児の

道盟国IJj盤び「レッツi顕加を始めた。これまて包IJ作の獲

衛犬況や運yr!般能の発達についていくつカミの槻尚な

手がかりを得た。今回は、その中で特に歩行が泡食す

る1，2歳児に着目 し、運動機能の発達に関してさらに

考察を深める。

方法

主操は北九州市内 K保育闘 l歳児(男児23名女児

15名)、 2歳児(男児20名女児 18名)合計 76名であ

る。

制査淵間は 2∞s 年4 月 ~2∞8 年8 月で、全被験者
に対して身体計測と保健調査の確認及ひも闘的機能の発 '0 

逮を「ムーブメ ント教育プログラムアセスメント」を 却

用いて翻査した。またi顕 IJ遊ひ・を誘発する環境での遊

ひめ様子をvrRに収録し、遊ひめ様子・動きの程瀕 ・ o 

気づきなどについて記録した。さらに気になる子ども

については、保育土に日常の様子について聞き取っ1~

結果

侭仮~~:箆描果では、すべての対象児は一員長官甘な出生

状況であったc しかし歩きはじめについては、早い子

どもで8ヶ月、遅い子どもは 18ヶ月であり大きな個人

差がみられる。また 18ヶ月で歩き始めた子どもについ

ては、遣いはじめから歩き始めまでの期間は 8.5ゥ月

と長く、全員一人っ子であり、保育者の聞き取りでは

性納拘におとなしい子どもであった。

潤油 ・感覚発迷レベルの調査結果では、「しゃがむ」

「転ばないで走るJr階段を這b、下りる」などはほとん

どの子どもが到達しており、「立ったままでく'るっとま

わるJrヨーイドンの合図でかけだすJr欄忌がりJは

半数以上の者が到達している。最も到達率の低いもの

は 「階段を2段目からとびおりるJの 133%であり、

次に「ぎこちなく台からとびおりるjが 33.3%の到達

率であった。
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運動感覚発達レベル到達率(18ヶ月 -24ヶ月)

子どもの遊びの様子から、斜面の巧技台を登り降り

する場合様々な方法が確認された。①下りれないと判

断「すると後ろを向き斜面を降りる。②手をついてしゃ

がみ足より地図を探りながら降りる。③保育士の援助

を求めて降りる。@下りれると判析し立ったまま片足

より着地を確かめながら前方に倒れながら両手をつい

て降りる。⑤下りれると判断し，思い切って捌rcFfりる。

などである。またこのl時期の子どもは並行i盤びとされ

るが、お互し、刷版しあってし、品、ろな動きの樹専をす

る場面も確認された。

まとめ

子どものi臨h機能の発達には、綴々な感見務官や心

環劫甘側面、そして人キ物等の潔境が相互に関連しあっ

ている。
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小児における運動能力と sIgAに関する研究

0北嶋康雄・石井絵美(福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科)

中村有希子・森村和浩・田中宏暁・清永明・進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:sIgA 有酸素性作業能 体力・運動能力

目的

我が国の子どもの体力・運動能力について，昭和

60年ごろから現在まで機能面で低下傾向が続いて

いる.運動は免疫機構に影響を与えることが知られ

ており，過剰な運動量や過激な運動強度は免疫機構

を脆弱化させ，適度な運動は免疫機構を強化する

(Nieman D.C吋 1994).本研究室では，児童の体力・

運動能力や免疫機構を生活環境の類似した2つの小

学校で比較している.M小学校(以下 M 小)は 20

年来，全校生徒を対象とした登校後のはだし生活と，

週 5日の始業前 7分間のランニング、週 2日の 10

分間のボール運動の課外活動に取り組んできたO

小学校(以下 O小)は，学校の方針として特に習慣

的な運動を行っていない.この 2つの小学校を比較

し， 8種目の体力・運動能力のうち，M小がO小より

男子6種目，女子5種目が優れた成績であることを報

告したまた，身体の護りの最前線で働く免疫機構で

ある，唾液に含まれる分泌型免疫グロプリン A

(sIgA)濃度は M小が O小より有意な高値を示す

ことを報告したο∞2年，九州体育スポーツ学会).M 

小の健康づ、くり教育が体力・運動能力を高め，sIgA 

濃度を高める可能性を示唆したが，体力・運動能力と

sIgA濃度の関係については報告されていない.

そこで本研究では，平成15年度に測定したM小の

データを用い，体力・運動能力と sIgA濃度の関係を

検討し， M小が0小より sIgA濃度が高値となった原

因について検討することを目的とした.

方法

1.対象

対象者は平成 15年度のM小5，6年生の男子児童

53名である.この中から，新体力テスト 7種目(上体

起こし，長座体前屈，反復横とび，20mシャトルラ

ン，50m走，立ち幅とび，ソフトボール投げ)のデー

タが揃っている児童で，sIgA濃度測定のために唾液

の採取に保護者の同意が得られ実施できた児童を抽

出し，最終的に 17名を採用した

2. sIgA濃度の分析

唾液の採取は，自宅で早朝空腹時に経口内の舌下

に専用綿を4分聞置いて行った.採取後，容器に入れ

遠心分離器にかけ，底に溜まった唾液を・30t以下に

凍結保存し， ELISA法で測定した.

3.統計処理

体力・運動能力は，文部科学省の平成 15年度全国

体力運動能力調査による学年別の平均値と標準偏差

を用い，Tスコアに換算した.統計処理は回帰分析及

び重回帰分析を行い，有意水準5%とした

結果と考察

従属変数に sIgA濃度，説明変数に身長，体重，上体

起こし，長座体前屈，反復横とび，20mシャトルラ

ン，50m走，立ち幅とび，ソフトボール投げ，それぞれ

のTスコアをとりステップワイズ回帰分析を行った

ところ，sIgA濃度の有意な説明変数として，体

重，20mシャトルラン，5印n走が採用された。そして，

得られた重回帰式は， sIgA濃度=0.442(体重 Tスコ

ア)+O.930(20mシャトルランTスコア>-0.575(5印n走

Tスコア)・24.681であった.

このことから，sIgA濃度は，20mシャトルランのT

スコアは正の貢献因子， 5伽 1走の Tスコアは負の貢

献因子であり，無酸素性作業能力より有酸素性作業

能力に優れた児童で sIgA濃度を高値にすることが

示唆された.

以上の結果より，sIgA濃度について体重の平均値

に差が認められない M 小が O小よりも有意に高値

のsIgA濃度を示した理由は，体力・運動能力のうち

有酸素性作業能力の貢献に起因し，それは週 5日の

始業前7分間のランニング、相周2日の 10分間のボー

ル運動の課外活動の教育成果と考えることができ

る.
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単位除脂肪体重当たり推定最大酸素摂取量と臨床医学的検査の

有所見率との横断的関係について
O 黒柳洋介 l・2、松原建史 1・2、柳川真美 1・2、山口靖子1.2、幸田貴美子 1・2、小池城司 l、神宮純江 l、

進藤宗洋 3 (福岡市健康づくりセンターl、株式会社健康科学研究所 2、福岡大学スポーツ科学部 3)

【背景、及び目的】単位体重当たり推定尉捜索摂取

量(以下、推定 V句回X/wt)が高い者ほど生活習慣病

億患リスクが減少する。しかし VO~X/wt は体重を決

定因子としているため、体重を構成する不活性組織

備肪組織など)明副主組織(骨格筋など)が体重に

占める比率の男女差を考慮、できていなしL体重を運搬

する樹子や走行などの作難勧の指標には V匂nax/帆

が、真の生郡悌肋の指標には単位闘旨肪体重当たり

最大酸素摂取量(以下、 V匂阻x/LBM)が適している可

能性がある。そこで本研究の目的は、推定V匂nax/l捌

の性差、およひ瀦床検査項目との関係を明らかにし、

推定 V句 臥/LBMが新しし健康関連体力の指標になり

得るかどうかを検討することとした。

【方法】対象の選定:福岡市健康づくりセンターで実

施する健康度診断を受診した 18歳以上の健常人。デ

ータ脚ト条件:①自転車エルゴメータ-，こよる潮崎運

動負荷誤験の終了時間が 11分 30秒痢前、②同誌験の

最終負荷心拍数が年間IJの 側V旬邸相当の1[;粕数に

達していない、⑮司一人物が複数回受診している場合

の年代ごとの初回測定以降、⑩佐定V句臥算出に郎、

る一次回帰式の寄与率が 0.90未満、⑮良薬者側、ず

れにも該当しなし、者を対象鰯庁対象人数:2，945名

から抽出された 1，770名。 LBMはDXA法で測定した。

さらに V句IaX/wtの推定精度が高いデータのみを抽

出する目的で、海糟運動負荷試験中の各負荷における

IL4白反応から推定した安静日寺代謝量と 3.5ml/kg/min

との差(以下、 A安静日寺代謝量)と、臨床検査項目

(SBP， DBP，血糖値，HbA1c， TG， TC， lIDし印L，削1，%FAT) 

との関係を以下の視点て鳴断した。 x2検定を行った結

果、対象者全体では V句臥/wt維持目標値(男性 37、

女性 31ml/同/min)到溜挙は未到溺制こ比べて各臨床

検査項目の有官庁見率が有意に低かった(pく0.01)。し

かしど陵静時代謝量を階級分けして、差が大きし市i織
だけで分析すると、維持目標{醐溜平と未到溜学にお

ける有所見率の有意差が消失したことから、それの消

失する階級の境を明らかにし、これより外側の階級に

該当する V句IaX/wtは推定精度が低いと見なし、

町田x/L聞の男女差に関する対象データから脚トし九

その結果、 ζ僚静時{鵠t量JOi1.5~5.5ml/kg/min の範

囲内の639名(男性224名、女性415名)のデータを

男女差の有無に関する検討データとして選定しむ

V句田νL酬の補正:糊旨肪量の也、はV匂nax/l訓 lこ

影響を及ぼさないことが明らかにされている

(E. Buskirkら)。今回の対象で体脂肪量を 5階級

(lOkg 宋満、 10~14. 9kg、 15~19.9kg、 20~24.9kg、

25kg以上)に分けて仕事率A加と推定V句臥/LBMと

の関係、を解析したところ、糊旨肪量が少ない者ほど推

定V句臥/LBMが高し頓向にあった。そこで、制旨肪量

が最も少ない群を基準に各群で補正を行った。

【結果】仕事率/杭と推定 V旬ax/帆、仕事率/酬と

推定V匂nax/l捌の標準主軸回帰式を求めたところ、男

女共に有意な相関関係、が認められた也そして、性差に

ついて傾きには有意差は認められず、 y軸切片には有

意差が認められた但し、推定V句臥/1測の方がその

差が小さかった。推定 V匂国Xん聞に対する臨床検査

10項目との問では、男性のlIDL-c以外の全てに有意な

相関関係が認められた。全ての臨床検査項目で有官庁見

を示さない維持目標推定 V句臥/1訓 値 は 男 性

47.伽l/kg/min、女性42.伽Il/kg/minであった。

【結論】本研究により、推定V匂nax/L酬が新しし、鰭奈

関車体力指標になり得る可能性が示唆された。しかし、

推定精度の高い V匂回X のデータの抽出方法を考案し

て分析を進めたが、推定V匂nax/l却の性差が無くなる

までには至らなかった。この原因についてはさらに検

証を重ねていく必要があるため、今後の課題としてい

きたしL
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ネパール人 (12-17歳)の身体組成指数の特徴

0中尾武平(九州共立大学) 斉藤篤司・大柿哲朗(九州大学)

キーワード:途上国小児身体組成 FFMI FMI 

目的

現代社会における子どもの肥満や体力低下などの

問題を解決する手段のーっとして、機械化・省力化

されていない社会が注目されている。これまで、ネ

ノミール人小児の形態、身体組成に関する発育発達研

究はいくつかなされているが、体脂肪量指数 (Fat

mass index:開I)および除脂肪量指数 (Fat-free

mass index: FFM)を用いた身体組成チャート判定

による発育発達の評価はなされていなし、。

そこで本研究では、ネパール国丘陵地区に居住す

る12-17歳のネノfーノレ人小児の形態および身体組成

の性差を明らかにすること、そして、身体組成チャ

ート図を用いて、ネパール人小児の身体組成指数

(FMI、 FFMI)を日本人小児と比較することにより、

体組成成分の変化の特徴を検討することを目的とし

た。

方法

1.対象およひ澗査時期

調査対象は、ネノミール国コテン村の男女200名(男

子 110名、女子90名)であり、調査は平成 19年3

月中旬に実施した。

2.調査項目

1)人体計測:身長は、 O.lcm単位で測定し、体重

は精密体重計を用いて0.02kg単位で測定した。

2)皮下脂肪厚:栄研式キャリパーを用いて身体

2部位(上腕背側部、肩甲骨下部)を測定した。

3)身体組成:上腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪

厚から Houtk∞perら(1989)の体脂肪率推定式を用

いて%Fatを算出し、体脂肪量(Fatmass; FM)を算出し

た。また、体重と FMとの差を除脂肪量(Fat-自前mass;

FFM)とした。

4)身体組成指数:除脂肪量指数 (Fat-合'eemass 

index; FFMI)および体脂肪量指数 (Fatmass index; 

FMI)はVanltallieら(1990)の式によって算出した。

FFMI = FFM (kg) /身長 (mi

FMI = FM (kg) /身長 (mi

結果

1)ネパール人小児のBMIおよび体脂肪変数(皮下

脂肪厚、 FM、FMI)の平均値は、女子が統計的に有意

に高く (pく0.05)、除脂肪変数 (FFM、FFMI)は男子

が高し、傾向を示した。

2)ネパール人小児の身長、体重、 BMIの平均値は

有意な年齢変化を示したが、日本人小児より低い傾

向を示した。しかし、両国間の女子のBMIの差は、

加齢に伴って小さくなる傾向を示した。

3)ネパール人男子の上腕背側部および肩甲骨下部

の皮下脂肪厚は、全年齢において日本人小児よりも

有意に低い傾向を示した匂く0.05)。しかし、女子で

は、 12歳の皮下脂肪厚を除いて両国間に有意な差は

認められなかったo

4)ネパール人女子の体脂肪変数 (FM、FMI)は、日

本人小児より低い値ではあったが、加齢による変化

は両国間で類似していた。一方、除脂肪変数 (FFM、

FFMI)は、加齢に伴って両国間で差がなくなる傾向

を示した。

5)ネパール人男子の体脂肪変数は、加齢に伴って

減少傾向を示し、両国間の差が認められた。また、

除脂肪変数は、日本人小児より大きな年齢変化を示

した。

まとめ

ネパール人男子の形態および身体組成の平均値は、

日本人男子よりも低い傾向を示した。しかし、ネノミ

ール人女子のそれらは、日本人女子と比較的類似し

た値を示した。したがって、ネパール人女子の形態

および身倣E成は、社会経済状況が比較的悪い状況

でも、日本人女子と同様に発達することが明らかと

なったo また、ネパール人小児の除脂肪組織(特に、

FFMI)は、この年齢範囲において、男女とも日本人小

児より著しく発達することが示唆された。

しかし、本研究は横断的なサンプノレから身体組成

成分を検討したに過ぎない。今後は、さらに被験者

の数を増やし、縦断的に追跡する必要がある。
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内股歩行の客観と主観による出現頻度の違い
0lJ1

・1態 小Y.i合(fI，:賀大学大学|涜)・原田奈名子(佐賀大学)

脈i:1II聖子(佐賀大f判ぐ消印

キ・ソ‘ドI 内日立!j，;h n然歩行主観客観

I，I(I~ 

~iぶされない 1 ' 1 然よI，<{ J の映像分析ーによる女子大学
11 ーの内ll~!M Jo)~~K'ì1士、 73%であった(胡事 2∞力。
主n'I;;~・みれでは滋胸!のが7まりよりすべての医l旋は内Mi:~で
あり、モhl土'i'JUIまで事tき、さらに、M却0土佐り仕1しカ沿
ら外iAbjる01c山 20飢l)，ぱたがって、こo)j自立、内

!政)j，)jJーの持1I合I".tJド'rn' ~こ l í'lï1，可直とし、える。 このように内

1&)14Jの11観劇度が市i1，刈fを示す}胤凶のーつに自己歩

1 Jjr~!滋を 11 :しく秘識できてL、ないことが考えられる。

そこで、川iJr~li:!J桁形態の主翁評価と'毒殺何回lを

IRiらし合わせ、掛J形1歯U糊識を砂jらかにすること、

及び:);，，~織の;令官民による?1戸hj[gm告についての自己官官輸の

派を明らかにすることにより、歩行の学習の必要号性の

イ{111~を検声、jすること役目的とする。

J:j干'1，
本ィiJf究明士、 aつの司踏をわった。

i )JJA 11こ|刻するう，1織を;街、ずる久f-'~t~1:(11"，18)を対象

左した、質問昨Iti.去によるアンケー l、i制査及び土I識を

イnるヴゾト激:"y，による他者額綴削ilfi，

Milこ1~9 るまl織とは、 歩行時の FJ比四E三関節
1.:".10則するbYi院と機能 -$h'時の筋肉や関節の!IiIJき-

{\'dill~~弘被による~Ml'oy&化等である。

ii )!JAJに附するを"織のない女子学生(n=u2)を対象と

した、質JJ日紙?ムによるアンウ」ート書ザ色

iii)iJAjIこ|対する知J織のないぷイー学't.<n=ti(l)を対象と

した、観終される自然tlitiの容制l切l先制矧(図2)

&'(Nι{J')r~jiËlを参考資料(陸I i) として提示したアン
ウ・ 卜制供与

紘巣

i )J，jt，識を千l、するE泊三を対象とした2闘をにおける、主主誕

;W11 i1 iによる内股WJの制合は 71%、他~械製での当年
ωl:;iHuiによる内!制約の卯l合はn%であった。

ii)知識を持たない午ノ1'.をえ.:[劣化した部査における主

1(liiY1lUilこよる刈!X!.MiO)jiN-fl-は2J%であっむ

災 1 客観静I~i と i観評価による内股事行のIH現銅度

jjj)知識を持たないψ主を対象に、参考資料を提示した

アンケートによる主観許布日における内股歩行の割

合は37%であった。これに丸し、以協ψ''J-析での客制
的jfif-イilfiによる内股歩行の害tl合は72%であった。

考察

ゴ~t~:~;呼出i!二J: 6 tlj'tJW説支につL 、 て;，~.... ~乙 、 よ川i1'Ìil.l)叫

い対象者の三議fIj哨白川による内JJ)tIj:行の書1I合が21%で

あったのに対し、知識を持たない学生を対象に参考資

料を提示した調査においては、内股歩行の'l!il.治が37"10
に~~.加した。しかしながら、 両者とも知識を3局、「る対
象者の主揚設問而による内般若訴すの嘗j岩手である 71%と

の聞には大きな差がみられる。これより ， \~Tに附す
る知識を猫専することが自己の歩行形簡を正しく認識

することに大きく影響していることが明らかである。

また、翁唱翼手ドイ同による出現頗皮についてみると、観

察されない桝T、観2話される桝ヲ、知1識を有する学会ー

による他者観察のし吋サLにおいても 70%以上を示し

ているa この結泉は、女子大学生の内脱歩行の事l恰が

7害1脱皮みられることを証明している。

さらに、姉&1lを有する学生の主観剤耐iによる内股歩

行の割合は、わくての答報評価左同等の結果である。

とれは、女l械を有寸る対象者の自己8訴す7形態認識度の

Pみさを元子F結果といえる。

まとめ

歩行に関する学習により知識を得ると、自己の桝T
を正しく認殺することができるようになった。この結

果は、今後樹7教育の必要性を示愛する結果といえる。

胃 1..'.>‘，a....:，.o!.J ・・ 2

図} 番考資料

一一 一一一一一--.

-.1';語.2而デ b両日)

i )1.W1l' 1. (n=18) 

客観評価による出現幼J.![ ¥'.主暢l抑制による出現鋭l宜 | 
映像分析(観綴されない)73%1

】i)制作 2 (n~2) 

jii)盟国11日 (n=5H) 

数名による他有税務 72% 自己評価加l織有り) 71%i~ 

|自己評価(知機なし 21% 1寸 い
映像分析(鋭察される 72% 1自己評佃K参考資料有ち )37% 1コ "

•• pく 口1

凶 2 内股と僻価さ
れた映像分析閥像
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凝集性の関連要因の整理

0河津慶太 (九州大学大学院) 杉 山佳生(九州大学)

山崎将幸(九州大学大学院 ・日本学術振興会特別研究員)

永尾雄一(国立スポーツ科学センター・九州大学大学院)

キーワード 組織市民行動集団スポーツ シェアメンタルモデル CollectiveE侃cacy

緒言

サッカーやバスケットポールなどの，試合中にメ

ンバ一間の相互作用が活発に行われるような集団ス

ポーツにおいては，メンバーの個々の能力からだけ

でなく，チームレベルの過程がパフォーマンスに影

響を及ぼす.スポーツ心理学の分野において，この

ようなスポーツチームのパフォーマンスに影響を及

ぼす重要な集団の概念として凝集性が注目され，多

くの知見が蓄積されてきた仰ullen& Cop戸r，1994; 

Carron et al.， 2002). しかし，凝集性とパフォーマン

ス研究においてはー貸した結果は得られていない

つまり凝集性が高ければ必ずしもパフォーマンスが

良いというわけではない 近年，凝集性のパフォー

マンスに対する影響を媒介する変数の存在が主張さ

れている(Carron& Hausenb1as， 1998)。

図スポー刈院における慨t的枠組み{Carron& Hau醐，b1民 1998)

凝集性とパフォーマンスを媒介するものとして最

も注目されているのが集団効力感 (Band四， 1997) 

である Fe1tz & Lirgg (1998)の大学ホッケーチーム

を対象とした研究や， Myers et al.， (2007)の大学女子

アイスホッケーチームを対象とした砂防Eでは，試合

前の集団効力感がその試合のパフォーマンスの予測

因になることを報告している

近年，集団効力感以外にもスポーツの分野で凝集

性やチームのパフォーマンスと関係すると考えられ

る慨念がいくつかある O伊 ruzatIO回1Citizenship 

Be也vior(OCB; Organ， 1988)と， 丁目血 Menta1Model 

(TMM;C副mon-Bowerset al.， 1990)である

Aoyagi (2∞8)の研究では，スポーツにおいてこの

OCBがチームの効果性評価尺度としての妥当性を

持ち，さらに凝集牲と強い関係性を有するものであ

ることが報告されている また Webberet al.， (20∞) 

は独自の TMM測定尺度を開発し，それを用いた制

査から，チーム内の九品4の一致度がパフォーマン

スと有意に関係していたと報告している.

問題意識

先行研究ではこれまでにあげたそれぞれの慨念の

比較や，それらの関係性を検討したものがないこと

から，まずそれらを検討することで概念撃理をする

必要があるだろう.

よって，本研究ではそれぞれの変数がチームパフ

ォーマンスに及ぼす影響を比較し，それぞれの変数

の関係性を検討することを本研究の目的とする

インタビュー調査

本研究では現場で指導を行っている指導者へのイ

ンタビューを行い，指導者たちの認識も検討の材料

にした.

インタビューの結果，強いチーム(結果を残せる

チーム)の特徴として，技術的，戦術的な面はもち

ろんのこと， 心理的な函についての発言も多く見ら

れた.その中でも特に選手たちの自信についての発

言が多かったその他には，チームワークのよさ，

選手達の自律的・積極的なチーム活動， チームの戦

術面や選手個々の能力に対する共通意識，リーダー

シップについての発言なども見られた.
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暢息疾患者への安全で効果的な運動条件と
運動プログラム作成について

O 中村有希子(財団法人福岡労働衛生研究所)，森村和浩(福岡大学スポーツ科学部)，

嶋田清美(大分明野中央病院に平野雅巳(福岡大学大学院)，丸山悠司(株式会社健康科学研

究所)本村知華子(独立行政法人国立病院機構福岡病院)，小田嶋博(独立行政法人国立病院機

構福岡病院)，西間三馨(独立行政法人国立病院機構福岡病院)，清永明(福岡大学スポーツ科

学部)，田中宏暁(福岡大学スポーツ科学部) 進藤宗洋(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:EIA，乳酸闘値(LT)，ニコニコベース，自律能力

目的

先行研究から，EIAに有益な知見が得られた.①個

人の過剰換気量閥値を調べる事で，運動強度毎に過

換気に到達しない，安全な運動時間を同定可能.②個

人の 1∞-125%乳酸関値(LT)強度:ニコニコベース

(以下ニコペ)は，安全に運動でき，この運動を継続す

る事で気道過敏性やEIAの程度が改善.③iLTを基準

とした固定運動負荷試験から，治癒に要する期間が

推定可能これらの知見をふまえ，患者自らが入院中

だけでなく遡完後の生活において，エルゴメータを

使わない自由運動においても運動強度をコントロー

ルし，ニコニコベース運動強度を充足で、きる自立能

力を育成する運動プログラムを検討した.

対去

1.対象者長期入院借息児6名

2.個人のニコベ運動強度決定。LTの決定:自転車エルゴメータで，多E刻齢新増運

動負荷試験を施行.耳菜採血を行いLTを決定.

2)EIA試験・精密ニコペHR決定:LT以下，LT，LT以

上の運動強度で固定運動負荷試験を施行.LT時の 4

-6分の平均IL粕数(HR):t5拍を精密ニコベHR'こ

設定.また，各運動負荷訴験前後に肺換気機能を測定

し，強度毎のEIAを評価.

3.運動トレーニング、(Tr)

年間を通じ週2日早朝鍛錬(15分/日)と週 1日水泳

T~ω 分厄D.また秋期期間(9月下旬ー12 月中旬)は

以上のTrに加え週 180分以上の自由運動Trを行っ

た.自由運動は，教育現場で用いられているスポーツ

や，週涜後自ら行える運動を行った運動中は問LAR

を使用し，脚寺HRを確認しながら精密ニコペ回を

維持，充足できるよう指導.

4.自律能力評価

1)運動中の精密ニコベ運動時間占有率

精密ニコペ運動時間占有率(%)= 置動中の精密ニョペ運動時間
金速副時間

a日常生活内での推定精密ニコベ運動強度占有率

ライフコーダ(uご)から，日常生活内の身体活動量を

測定.EIA試験時の 1脚 。LTMETsを用い，熊原らの

METs換算式から，推定LC強度%L'Th伍Tsに換算.

推定%LTMETs=LCMETs/l鰍 LTMETs*1∞ 
推定%LTMETsのlOQ-12S協をLCによる推定精密ニ

コベ運動強度とした

結果及び考察

秋期 Tr中の精密ニコベ運動時間占有率は対象者の

平均で3種目がTr介入始め5回より介入最後5回が

高い占有率となった.個人では， 1名が5種目中4種

目の占有率向上，また活動全体でも占有率の有意な

向上が認められたこの 1名は，気道過敏也EIAにお

いても改善が認められ，精密ニコペ運動時間占有率

を高める事で病瑚句改善につながったと考えられる.

日常生活内での自律能力は，秋期Tr期間中，身体活動

量，推定精密ニコベ運動強度占有率が一番高かった

が，Tr期間後冬休み自宅生活に戻ると低下し，向上し

た自律能力が日常生活に反映されていない.しかし，

これからはこのようなプログラムを提供できる担会

体制構築が不可欠であり，①患者の自律教育体制の

日常生活圏内への設置②高し、ニコペ限占有率のス

ポーツ・レクリエーションの創作・普及などの"健康

運動の高度専門者供給体繍佐'が必要である.

*100 
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項目応答理論を用いたアンチ・ドーピングの知識の測定

一簡易項目固定形多段階テストの作成一

0青柳領(福岡大学スポーツ科学部)

キーワード:適応型テスト 情報関数 2パラメタロジスティックモデル

目的 の「遺伝子ドーピング」を引き続き回答する。味11尿

項目応答理論は、使用するテスト項目に依存せず 剤の働きJについて、「知らなしリ場合は下の「検査

能力特性値を推定できるという「項目不変性Jから 対象者Jについての質問項目に回答する。以下同様

問題が年度で変わるテストの難易度を一定にする必 に、回答する項目を f知っているJ場合は次の層(右

要性から英語検定試験などで用いられている。この の列)の上へ、「知らなしリ場合は下の質問を順次回

ため、すべての者が全項目に解答(回答)しなくて 答してして o 最後の質問に回答したら、最右列にそ

も、自分の能力レベルに対応した難易度の項目のみ れまでの回答パターンに対応した能力特性値 (e)

でよいことになり、「易し(難し)すぎる問題にも解 とその推定の標準誤差が表示されている。

答しなければならしリ「多くの問題に解答しなければ この多段階テストはすべての回答パターンを含む

ならないJ~lt づ不満を払検することができる。こ ものではないので、あくまで筒易法であるが、 1枚

の個人にあつらえたようなテストを適応形テスト の紙媒体での利用なので実用的であると考えられる。

(凶loredtest)とし、い、コンピュータの使用を前提に

普及している。しかし、コンビュータが前提のため

そのような機器のない場所では実施できない。そこ

で本研究はそのような場所でも実施できる簡易項目

固定形多段階テストを作成し、アンチ・ドーピング

についての知識を測定する。

方法

1.テスト項目およひ溺査方法

F大学スポーツ科学部生223名およびスポーツを

専門としない学部生 198名の計421名を対象に、 ド

ーピングの意義、禁止薬、検査の実施手順、禁止薬

物の副作用、有名選手の事例など52項目からなる

調査を実施し、「知っているJr知らなしリのどちら

かで回答してもらった。

2項目固定形多段階テストの作成

「知っているJを1、「知らなしリを0と変換した

データに2パラメタロジスティックモデルの項目応

答理論を適用し、困難度パラメタと識別カパラメタ

を求めた。そして、困難度ノ号ラメタをもとに6層か

らなる階層構造形の適応型テストを作成した。

結果と考察

1.項目固定形多段階テストによる能力特性値の推定

求められた項目固定形多段階テストを項目名の略

名とともに表 1に示した。まず、平均的な難易度の

f利尿剤の働きJについて、「知っているJ場合は上

泉市圏答パターン!::e
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