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INTRODUCTION 

<資料>

It is well known出atfor preschool chi1dren the development of motor performance is very much 

inf1uenced by their way of living as well as by their maturity. A sudden social change in the past 

decades inf1uenced to children's living conditions and caused problems of growth and development in 

preschool children. Therefore， it is very important to inverstigate the relationship berween motor 

ability and living conditions in chi1dren， to improve the living conditions for the development of motor 

ability. 

Many studies on the relationship between living conditions and motor ability in childhood have been 

done (Hbnma， 1978;Matsuda， 1971; Morishita， 1979). However， most of these studies have investigated 

the correlation between a single performance item and the single quetionnaire of living condition， 

because the characteristic of the two kinds of data is different. While one is a continuous number 

mainly obtained from a questionnaire. However， it can reasonably be assumed that one living 

condition does not independently influence one motor performance ability， but rather that all of出e

living conditions are inevitably interrelated (Matsuura， 1986). 

Therefore， this study was designed to investigate the relationship between living conditions and the 

motor ability of children using the statistical procedure of the Hayashi's quantification theory 1， which 

is applicable to a data mix consisting of intermingled continuous and discontinuous numbers. This 

study focused on motor play， food intake and fami1y conditions. 

1) Faculty 01 Physical Education， Fukuo初 UniversitJぅNanakuma，Jyounan初 8-19-1，

FukuokaJa，ρan (814-01) 
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PROCEDURE AND MATERIALS 

A total of 98 boys and 105 girls in S kindergarten in F city were sampled. Motor performance tests 

and living condition survey were conducted in June 1989. The living conditions were surveyed with 

questionnaire by asking the parents to fill in a form. 

Three motor performance tests were selected taking test conditions such as validity， reliability， 

objectivity and practicability in account for measuring fundamental motor skills， that is “running，" 

“jumping" and “throwing." : they were 1. a 25m run， 2. a standing broad jump and 3. a ball throw. 

On the other hand， the questionaire on living conditions consisted of 44 items， covering “motor play，" 

“food intake" and “family condition." The items chosen were able to be reasonably hypothesized to be 

appropriate for investigating through reviewing the litertature conceming this type of study 

(Kawahara， 1990; Matsuura， 1978， 1983; Ohyama， 1968，1974; Takada， 1976，1977).The 44 living condition 

items chosen were as follows: 

Play: 1. place for play (inside or out of doors)， 2. type of play， 3. time for play out of doors， 4. time for 

play inside， 5. place for play， 6. distance to playground， 7. width of playground， 8. frequency of playing 

in the playground， 9. frequency of playing with parent， 10. participation in recreation on holiday， 11. 

仕equencyof recreation on holiday， 12. time for watching the television， 13. frequency of playing the 

family computer. 

Food intake: 14. likes and dislikes in food， 15. past likes and dislikes in food， 16. amount of food 

eaten， 17. amount of rice eaten， 18. amount of bread eaten， 19~ amount of eggs eaten， 20. amount of fish 

and meat eaten， 21. amount of fresh vegetable eaten， 22. amount of fruits eaten， 23. amount of 

confectionery eaten， 24. intake of breakfast， 25. appetite in the morning， 26. regularity of supper， 27. 

appetite in the evening， 28. eating habits，29. frequency of eating between meals. 

Family condition: 30. family size， 31. number of brothers， 32. number of sisters， 33. type of housing， 

34. width of garden， 35. age of father， 36. father's experince in sports， 37. frequency of playing with 

father， 38. age of mother. 39. mother's experince in sports， 40. frequency of playing with mother， 41. 

mother's job， 42. participation in recreation with family， 43. frequency of recreation with family， 44. 

type of recreation. 

RESULTS AND DISCUSSION 

CORRELATION BETWEEN MOTOR ABILITY AND MOTOR PLAY 

As the degree of relationship by the product moment correlation coefficient could not be direct1y 

evaluated because of discontinuous numbers obtained from the questionnaires， means and standard 

deviations of every performance test by each category of quesionnaire items were computed and 

correlation ratios were obtained. Table 1 shows the significant correlation coefficients of living 

condition items with 3 motor performance test items. 
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Tabel 1. Correlation ratio of motor ability tests with motor play 

Item motor ability test 25m run broad jump ball throw 

1. place for play (inside or out of doors) .164 .294 .168 
2. type of play .334 .409 .372 
3. time for play out of doors .560 .559 .322 
4. time for play inside .170 .366 .306 
5. place for play .123 .225 .229 
6. distance to playground .076 .089 .038 
7. width of playground .334 .223 .201 
8. freQuency of playing in the playground .198 .146 .263 
9. freQuency of playing with parent .191 .354 .216 
10. participation in recreation on holiday .102 .015 .094 
11. freQuency of recreation on holiday .225 .164 .146 
12. time for watching the Television .294 .395 .328 
13. freQuency of playing the fami1y computer .128 .143 .279 

Twenty-two (56.4%) of them were significant at 5% level.However， most of them ranged from .2 to 

.4， except for 3 correlation， which measured more than .4. This result corroborated the findings of 

Matsuura's study (1980). Matsuura (1980) reported出atwhen correlation of living conditions with 

motor performance ability were independent1y investigated， none of them could be singled out as a 

significnat predictor estimating the chi1dren's motor performance abi1ity. Furthermore， he concluded 

that individual living conditions may not exert enough influence upon the development of motor 

performance abi1ity independently but the chain of their interactions may provoke a significant total 

effect. Therefore， in this study， in order to investigate the relationships of living conditions with motor 

performance abiblity while taking the interaction among the living conditions into consideration， the 

Quantification theory 1 procedure was applied.Multiple correlation coefficients were .812 in the 25m 

run， .843 in the standing broad jump and .763 in the ball throw， respectively. All of them were 

significant at 5% level， and 58% to 71 % of the total variance of three motor performance abilities 

could be explained by 13 motor play items. It was considered that three motor performances mentioned 

above could be predicted with a considerable degree of accuracy. 

Table 2 showed the range of regression coefficients of 13 motor play items. For the 25m run， 

“freQuency of recreation on holiday" (1.111)，“time for watching the television" (0.509) and “type of 

play" (0.494) were comparatively greater. For the standing broad jump，“freQuency of playing with 

parent" (30.0)“freQuency of recreation on holiday" (29.7)，“time for play inside" (22.5) and “time for play 

out of doors" (22.2) were greater. Simi1arly for the ball throw，“freQuency of recreation on holiday" 

(7.373)，“participation in recreation on holiday" (6.926) and “freQuence of playing with parent" (4.281) 

had more influlence. On the whole，“ freQuency of recreation on holiday" had the most infIuence， and 

“freQuency of playing with parent" was next. 
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Tabel 2. Ranges of regression coefficients of motor play items 

Item motor ability test 25m run broadjump ball throw 

1. place for play (inside or out of doors) .304 17.8 1.989 

2. type of play .494 12.4 1.776 

3. time for play out of doors .408 22.5 2.517 

4. time for play inside .230 22.2 1.082 

5. place for play .219 10.4 1.479 

6. distance to playground .064 4.4 .207 

7. width of playground .414 12.7 1.355 
8. frequency of playing in the playground .341 5.2 3.285 

9. frequency of playing with parent .324 30.8 4.281 

10. participation in recreation on holiday .471 11.0 6.926 
11. frequency of recreation on holiday .111 29.7 7.373 

12. time for watching the Television .509 15.2 1.361 
13. frequency of playing the family computer .460 8.0 2.087 

multiple correlation coefficient .812 .843 .763 

% of contribution 65.9 71.0 58.3 

Table 3 displays the partial correlation coefficients. For the 25m run，“distance to playground" (617)， 

“time for watching仕letelevision" (615) and “frequency of recreation on holiday" (514) were 

“comparatively greater. For the standing broad jump，“time for play out of doors" (707)，“frequency of 

playing with parent" (701)，“place for play (inside or out of doors)" (598)，“frequency of recreation on 

holiday" (563)，“time for play inside" (.544) and “place for play" (501) were greater than .5. Similarly， 

for the ball throw，“frequency of recreation on holiday" (548) and “frequency of playing with parent" 

(529) were more influenced. On the whole，“frequency of recreation on holiday" and “frequency of 

playing with parent" .were selected more than twice. 

Tabel 3. Partial correlation of motor play items with motor abilit tests 

Item motor abiIity test 25m run broadjump ball throw 

1. place for play (inside or out of doors) .090 .598 .389 
2. type of' play .493 .257 .241 
3. time for play out of doors .217 .707 .375 
4. time for play inside .416 .544 .235 
5. place for play .008 .501 .201 
6. distance to playground .617 .429 .106 
7. width of playground .480 .408 .451 
8. frequency of playing in the playground .381 .415 .338 
9. frequency of playing with parent .179 .701 .529 
10. participation in recreation on holiday .275 .333 .481 
11. frequency of recreation on holiday .514 .563 .548 
12. time for watching the Television .615 .480 .426 
13. frequency of playing the famiIy computer .437 .277 .339 
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Finally to investigate the contribution of each subdomain of motor play factor， standardized ranges 

of each independent variable at each subdomain were summed up. These means were computed. The 

hypothetical subdomains were “type of play，"“time for play，"“place for play，"“parents' 

understanding for children's motor play" and “television and family computer." Items grouped in each 

subdomain were as follows: 

Type of play: 2. type of play 

Time for play: 3. time for play out of doors， 4. time for play inside 

Place for play: 1. place for play (inside or out of doors)， 5. place for play， 6. distance to playground， 

7. width of playground， 8. frequency of playing in the playgroud 

Parents' understanding of children's motor play: 9. frequency of playing with parent， 11. frequency of 

recreation on holiday 

Television， 13. frequency of playing the family computer 

Table 4 shows the standardized mean ranges of each subdomain. The standardized mean ranges of 

the 25m run were .369 in type of play， .238 in time for play， .200 in place for play， .474 in parents' 

understanding for children's motor play and .362 in television and family computer. The standardized 

mean ranges of the standing broad jump were .429 in type of play， .773 in time for play， .349 in place for 

play， .825 in parents' understanding for children's motor play and .401 in television and family 

computer. The standardized mean ranges of the ball throw were .696 in type of play， .706 in time for 

play， .652 in place for play， 2.429 in parents' understanding for children's motor play and .676 in 

television and family computer. In other words， the contribution of parents' understanding for 

children's motor play was the greatest among three motor performance tests. Particularly for the ball 

throw， the mean range (2.429) was significant at the 5% level. 

Tabel 4. Partial correlation of motor play items with motor abilit tests 

Item motor ability test 25m run broad jump 

1. type of play .369 .429 
2. time for play .238 .773 

3. place for play .200 .349 
4. parents' understanding of chidren's motor play .4 74 .825 

5. television and family computer .362 .401 

ball throw 

.696 

.706 

.652 
2.429 
.676 

In investigation of ranges of regression coefficients and partial correlation，“frequency of recreation 

on holiday" and “frequency of playing with parents" had more influence for motor ability. And in 

investigation of standardized mean ranges of subdomain，“parents' understanding for children's motor 

play" which contained “frequency of recreation on holiday" and “frequency of playing with parents" 

had the highest correlation with motor ability. Therefore， it seems that this result had high reliability. 

Honma (1978) and Matsuda (1971) reported that there was no definite relationship between motor 

abi1ity and the mother's attitude toward bringing up a child. This result did not corroborate the finding 

of their studies. This was because their father had more influence on their motor abi1ity than mother. 

Takada (1976) demonstrated that 40 to 50% of parents expressed favorable attitudes toward sending 

their children to participate in some so此 ofsports club and to enjoy physical activities， but 35 to 40% of 

them did not have any distinct ideas on this point. Consequently， the paren飴 shouldgive their children 

more chances of practicing physical activities in their daily lives. 
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CORRELATION BETWEEN MOTOR ABILITYY AND FOOD INTAKE 

In the same way as motor play factors were investigated， means and standard deviations of every 

performance test by each category of questionnaire items were computed， and correlation ratios were 

obtained. Table 5 showed the significant correlation coefficients of food intake items with 3 motor 

performance test items. 

Tabel5. Correlation ration of motor ability tests with food intake 

Item motor ability test 25m run broadjump ball throw 

14. likes and dislikes in food .087 .102 .076 
15. past likes and dislikes in food .162 .067 .042 
16. amount of eating food .128 .099 .118 
17. amount of eating rice .230 .019 .083 
18. amount of eating bread .091 .259 .159 
19. amount of eating eggs .288 .155 .162 
20. amount of eating fish and meat .176 .033 .123 
21. amount of eating fresh vegetable .050 .033 .050 
22. amount of eating fruits .054 .065 .010 
23. amount of eating confectionery .159 .048 .057 
24. intake of breakfast .089 .073 .129 
25. appetite in the moming .057 .323 .289 
26. regularion of supper .301 .136 .081 
27. appetite in the evening .125 .322 .098 
28. eating habits .138 .087 .073 
29. frequency of eating between meals. .069 .062 .060 

Seven (14.6%) among them were significant at 5% level. However， all of them ranged from .2 to .4. 

Therefore， a comparison with the result for motor play mentioned above found correlation of food 

intake with motor ability to be generally lower. Matsuura (1986) reported that nutrition intake showed 

the highest correlation and daily physical exercise and play habit the second. The result in this study 

did not corroborate the findings of Matsuura's study. The reason for this discrepancy remains unclear. 

Next， to investigate the relationships of food intake with motor performance ability by considering 

the interaction between them， the quantification theory 1 procedure was applied. Multiple correlation 

coefficients were .578 in the 25m run， .573 in the standing broad jump and .500 in the ball throw， 

respectively. 25% to 33% of the total variance of the three motor performance abilities could be 

explained by 13 motor play items. These results suggest that the multiple correlation of food intake 

with motor ability was generally lower than the correlation with motor play. 

Table 6 showed the range of regression coefficients of 13 food intake items. For the 25m run， 

“amount of eating rice" (2.054)，“intake of breakfast" (1.581)，“appetite in the evening" (1.034)， 

“regularity of supper" (0.953) and “amount of eggs eaten" (0.676) were comparatively greater. For the 

standing broad jump，“amount of eggs eaten "(47.1)，“intake of breakfast" (44.55)，“regularity of supper" 

(38.4)，“amount of bread eaten" (21.6) and “appetite in the evening" (20.3) were greater. Similarly 
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for the ball throw，“amount of rice eaten" (3.212)，“amount of bread eaten" (2.692)，“eating habits" 

(2.396)，“past likes and dislikes" (2.372) and “appetite in the evening" (2.117) had more influence. On the 

whole，“amount of rice eaten，"“amount of bread eaten，"“intake of breakfast，"“regularity of 

supper" and “appetite in the evening" were selected more than twice. 

Tabel 6. Ranges of regression coefficients of food intake items 

Item motor abi1ity test 25m run broad jump ball throw 

14. likes and dislikes in food .091 6.2 1.015 
15. past likes and dislikes in food .253 11.9 2.372 

16. amount of food eaten .175 6.1 .532 

17. amount of rice eaten .054 47.1 3.212 

18. amount of bread eaten .164 21.6 2.692 

19. amount of eggs eaten .676 8.2 1.000 

20. amount of fish and meat eaten .293 .8 1.211 

2L amount of fresh vegetable eaten .331 3.9 .750 

22. amount of fruit eaten .001 5.1 .006 

23. amount of confectioneries eaten .103 15.3 1.312 

24. intake of breakfast .581 44.5 1.355 

25. appetite in the morning .092 15.9 2.491 

26. regularity of supper .953 38.4 .968 

27. appetite in the evening .034 20.3 2.117 

28. eating habits .131 7.5 2.396 

29. frequency of eating between meals. .066 .3 .472 

multiple correlation coefficient .578 .573 .500 

% of contribution 33.4 32.8 25.0 

Table 7 displayed the partial correlation coefficients. For the 25m run，“amount of rice eaten" (.376)， 

“intake of breakfast" (.307)，“amount of rice eaten" (.276) and “amount of the fish and meat eaten" 

(.254) were significant at the 5% levlel. For standing broad jump，“appetite in the moming" (.363)， 

“appetite in the evening" (.315)，“amount of eggs eaten" (.270) and“amount of bread eaten" (.252) 

were significant at the 5% level. Similarly， for the ball throw，“appetite in the moming" (.343) and 

“past likes and dislikes" (.259) had more influence. on the whole，“amount of eggs eaten" and “appetite 

in the moming" were selected twice. 

Finally to investigate the contribution of each subdomain of food intake factor， standardized ranges 

of each independent variable at the each subdomain were summed up. These means were computed. 

Hypothetical subdomains were “likes and dislikes，"“amount of food， "“content of food，"“regularity of 

m伺 Is，"“appetite" and “eating betw田 nmeals." Items grouped under each subdomain were as follows: 

Likes and dislikes: 14. 1ikes and dislikes， 15. past likes and dislikes 

Amount of food: 16. amount of meal， 28. eating habits 

Content of food: 17. amount of rice eaten， 18. amount of bread eaten， 19. amount of eggs eaten， 20. 

amount of the fish and meat eaten， 21. amount of fresh vegetable eaten， 22. amount of fruits eaten， 23. 

amount of confectionery eaten 
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Tabel 7. Partial correlation of food intake items with motor ability tests 

Item motor ability test 25m run 

14. likes and dislikes in food .050 

15. past likes and dislikes in food .204 

16. amount of food eaten .142 

17. amount of rice eaten .376 

18. amount of bread eaten .058 

19. amount of eggs eaten .276 

20. amount of fish and meat eaten .254 

21. amount of fresh vegetable eaten .167 

22. amount of fruit eaten .001 

23. amount of confectioneries eaten .100 

24. intake of breakfast .307 

25. appetite in the morning .804 

26. regularity of supper .210 

27. appetite in the evening .245 

28. eating habits .102 

29. frequency of eating between meals. .074 

Regularity of meals: 24. intake of breakfast， 26. regularity of supper 

Appetite: 25. appetite in the morning， 27. appetite in the evening 

Eating between meals: 29. frequency of eating between meals 

broadjump 

.135 

.280 

.168 

.069 

.252 

.270 

.002 

.064 

.170 

.121 

.059 

.363 

.054 

.315 

.190 

.013 

ball throw 

.130 

.259 

.098 

.130 

.219 

.180 

.197 

.105 

.001 

.063 

.083 

.343 

.059 

.094 

.221 

.098 

Table 8 showed the standardized mean ranges at each subdomain. The standardized mean ranges at 

the 25m run were .128 in likes and dislikes， .114 in amount of food， .386 in content of food， .946 in 

regularity， .420 in appetite， .049 in eating between meals， The standardized mean ranges at the standing 

broad jump were .313 in likes and dislikes， .237 in amount of food， .502 in content of food， 1.434 in 

regularity， .627 in appetite， .011 in eating between meals， The standardized mean ranges at the ball 

throw were .664 in likes and dislikes， .574 in amount of food， .570 in content of food， .455 in regularity， 

.904 in appetite， .185 in eating between meals， In other words， the contribution of regularity of meals 

and appetite was greater in all three motor performance tests. 

It was found that selected items did not coincide with the results of investigation of ranges and of 

partial correlation. Son官 selecteditems were partia11y contained in “regularity of meals" and “appetite，" 

but others were contained in “content of meals." 

Tabel 8. Standardized mean range of foodintake 

Item 

likes and dislikes in food 
amount of food 
content of food 
regularity of meals 
appetite 
eating between meals 

motor ability test 25m run 

.128 

.114 

.386 

.946 

.420 

.049 

broad jump ball throw 

.313 .664 

.237 .574 

.502 .570 
1.434 .455 
.627 .904 
.011 .185 
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CORRELATION BETWEEN MOTOR ABILITY AND FAMILY CONDITIONS 

Table 9 showed the significant correlation coefficients of family condition items with 3 motor 

performance test items. 

Tabel 9. Correlation ratio of motor ability tests with family conditions 

Item motor ability test 25m run broadjump ball throw 

30. family size .068 .064 .175 

31. number of brothers .143 .166 .087 

32. numbre of sisters .041 .067 .153 

33. type of housing .032 .074 .192 

34. width of garden .060 .090 .193 

35. age of fa出er .249 .280 .280 

36. father's experience of sports .065 .063 .064 

37. frequency of p;aying with father .062 .043 .076 

38. age of mother .339 .331 .321 

39. mother's experience of sports .186 .149 .077 

40. frequency of playing with mother .187 .245 .092 

41. mothre's job .045 .078 .068 

42. participation in recreation with family .042 .010 .050 

43. frequency .of recreation with family .143 .165 .214 

44. types of recreation .220 .201 .126 

Nine (20.0%) of them were significnat at the 5% level. In comparison with the results for motor play， 

correlation coefficients were low. 

The quantification theory 1 procedure was applied. Multiple correlation coefficients were .529 in the 

25m run， .498 in the standing broad jump and .529 in the 25m run， .498 in the standing broad jump and . 

596 in the ball throw， respectively. In other words， 24% to 35% of total variance of the three motor 

performance abilities could be explained by 13 family conditions items. These results suggested that 

the multiple correlation of family conditions with motor ability were generally lower than the multiple 

correlations of motor play. 

Table 10. showed the range of regression coefficients of 13 family conditions items. For the 25m run， 

“father's experience of sports" (3.061)，“type of housing" (1.382) and “frequency of recreation with 

family" (1.342) were greater than one standard deviation of the 25m run. For the standing broad jump， 

“type of housing" (30.61)，“frequency of recreation with family" (29.93)，“age of mother" (29.52) and 

“father's experience of sports" (29.01) were greater than one standard deviation. Similarly for the ball 

白row，“numberof sisters" (5.308) and “father's experience of sports" (2.639) were greater. On the 

whole，“type of housing， ..“fatheIセexperienceof sports" and “frequency of recreation with family" 

were selected more than twice. 
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rabel 10. Ranges of regression coefficients of family conditions items 

Item motor ability test 25m run broadjump ball throw 

30. family size .375 10.6 1.984 

31. number of brothers .059 21.2 1.681 

32. numbre of sisters .076 19.8 5.308 

33. type of housing .382 30.6 1.440 

34. width of garden .859 12.8 .879 

35. age of fa出er .957 21.8 1.763 

36. fa白er'sexperience of sports .061 29.0 2.639 

37. frequency of p;aying with fa白er .824 4.5 1.049 

38. age of mother .463 29.5 2.151 

39. mother's experience of sports .679 21.4 .852 

40. frequency of playing with mother .820 21.6 2.264 

41. mothre's job .171 3.1 .238 

42. participation in recreation with family .290 18.2 .307 

43. frequency of recreation with family .342 29.9 2.391 

44. types of recreation .256 4.0 .221 

multiple correlation coefficient .498 .529 .596 

% of contribution 24.8 28.1 35.5 

Tabel 1 1. Partial correlation of family condition items with mothor ability tests 

Item motor ability test 25m run broad jump ball throw 

30. family size .079 .137 .193 

31. number of brothers .249 .104 .089 

32. numbre of sisters .256 .202 .312 

33. type of housing .226 .239 .169 

34. width of garden .147 .104 .087 

35. age of father .015 .038 .078 

36. fa出er'sexperience of sports .260 .240 .443 

37. frequency of p;aying with fa出er .179 .056 .181 

38. age of mother .044 .257 .255 

39. mother's experience of sports .104 .207 .104 

40. frequency of playing with mother .128 .125 .228 

41. mothre's job .059 .044 .022 

42. participation in recreation with family .143 .100 .020 

43. frequency of recreation with family .239 .287 .282 

44.typ白 ofrecreation .080 .079 .052 
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Table 11. displayed the partial correlation coefficients. For the 25m run，“fa出er'sexperience of 

spo句" (.260) and “number of sisters" (256) were comparatively greater. For standing broad jump， 

“frequency of recreation with the family" (287) and “age of mother" (257) were greater than .25. 

Similarly for the ball throw，“frequency of recreation with the family，"“age of mother， "“frequency of 

recreation with family" and “age of mother" were greater. On the whole，“frequency of recreation with 

the family，"“age ofmo出er，"“frequencyof recreation with family" and “age of mother" were selected 

twice. 

Finally， to investigate the contribution of each subdomain of family conditions factor， standardized 

ranges of each independent variable at each subdomain were summed up. These means were computed. 

Hypothetical subdomains were “family size，"“residence， "“father，"“mother" and “sports participation 

with family." Items grouped under each subdomain were as follows: 

Family size: 30. family size， 31. number of brothers， 32. number of sisters 

Residence: 33. type of housing， 34. width of garden 

Father: 35. age of fa白er，36. father's experience of sports， 37. frequency of playing with father 

Mother: 38. age of mother， 39. mother's experience of sports， 40. frequency of playing with mother， 

41. mother's job 

Sports participation with family: 42. participation in recreation with family， 43. frequency of 

recreation with family， 44. type of recreation. 

Table 12. showed the standardized mean ranges at each subdomain. The standardized mean ranges 

at出e25m run were .624 in family size， .836 ih residence， 1.204 in father， .398 in mother and .718 in 

sports participation with family. The standardized mean ranges at the standing broad jump were .597 

in family size， .753 in residence， .638 in fa出er，.655 in mother and .602 in sports participation with 

family. The standardized ranges at the ball throw were .1.173 in family size， .455 in residence， .713 in 

father， .540 in mother and .382 in sports participation with family. 

T abel 1 2. Standardized mean range of family conditions 

Item motor ability test 25m run broadjump ball throw 

family size .624 .597 1.173 

residence .836 .753 .455 

fa出er 1.204 .638 .173 

mother .398 .655 .540 

sports participation with family .718 .602 .382 

In investigation of ranges of regression coefficients and partial correlation，“fa出er'sexperience of 

sports" and “frequency of recreation with family" had more influlence for motor ability. In 

investigation of standardized mean ranges of subdomain，“father's influence" which contained 

“father's experience of sports" had the highest correlation with motor abiblity. Takada (1976) reported 

that the children very often play with their mothers but they do so less frequently with their fathers. 

Takada (1976) also demonstrated that very few children enjoyed some physical activities with all the 

members of their families on holidays or in vacation. Therefore， it was inferred that白efather's role 

was more important. 
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SUMMARY 

The purpose of this study was to investigate the relationship between living conditions and the motor 

performance ability of preschool children from a multivariate statistical point of view. A total of 203 

kindergarten chiIdren were sampled， and their living conditions focused on motor play， food intake and 

fami1y conditions were surveyed with a questionnaire by asking the parents to fill in a form. Motor 

ability performanc tests included the 25m run， the standing broad jump and the ball throw. 

The following conclusions were obtained: 

1) Motor play factor had the highest correlation with motor performance tests. In comparison with 

motor play， food intake and family conditions had lower correlations. 

2) Among motor play items， parents' understanding of chiIdren's motor play had the highest 

contribution to motor perfonnance ability. 

3) Among food intake items， the contribution of regularity of meals and appetite were the greatest for 

all three motor performance tests. 

4) Among family conditions， family size and father's influence for motor play had the highest 

contributions. 
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和文抄 録

「幼児の運動能力と生活環境の関連J

幼児の運動技能と生活環境の諸条件との関連を検討することは、運動技能向上のために生活環境を望ま

しい方向に変革させる基礎資料を得る上で重要であり、この問題に対して従来より多くの研究がなされて

きた。

しかし、これらの研究は得られたデータが、「主に測定によって得られる連続量Jと「主に調査によっ

て得られる離散量」のお互いにその性質が異なる 2種類のデータからなるため個々の要因聞の関連を問題

にしてきたものが多かった。ただし、生活環境が独立して関与するのではなく、相互に複雑に関連して総

合的に影響を及ぽすのであればそれらの総合的関連を問題にする必要がある。

よって本研究では幼児の運動能力と生活環境との関連を、連続量と離散量が混在するデータにも適用可

能な林の数量化理論I類を用いて検討した。特に今回は生活環境の中でも最も影響力の高いと考えられる

「運動遊ぴJr食物Jr家族家庭Jについて検討した。

平成 2年 5月に福岡市内のS幼稚国々児男児 98名、女児 105名の計203名を対象に運動技能に関する

測定と生活環境についてのアンケート調査を行った。運動能力測定項目は(1)25 m走 (2)立幅跳び (3) 

ソフトポール投の 3項目であり、生活環境に関するアンケート調査項目はω、運動遊ぴについて 13項目(B)

食物に関して 16項目(C)、家庭・家族に関して 15項目の計44項目である。これらに対して数量化理論 I

類を用いて検討した結果、次のような結果を得た。

(1)調査した生活環境要因の中では、「運動遊ぴjとの関連が最も高く、それに比べると f食物Jr家族

家庭Jは関連がかなり低かった。

(2) 運動遊ぴの高い重相関係数に対して f両親の子供の運動遊ぴへの理解Jが高い貢献度を示した。

(3) r食物j要因の中では「食欲Jr食事の規制性Jが高い貢献度を示した。

(4) r家族家庭J要因の中では f家族構成Jゃ f父親の子供との運動量Jが高い貢献度を示した。
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低水温下の長時間水泳における保温ベルトの効果

清水富弘(大分大学教育学部)
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(平成 3年 10月25日受付，平成 3年 12月 10日受理)

Effect of the wet-belt during prolonged 

swimming to keep body temperature warm 

Tomihiro Shimizu1 

Kazutaka Fujishima2 

Tomoki Shono3 

Abstract 
The purpose of this study was to observe the thermoregulatory responses caused by wearing of the 

wet-belt during prolonged swimming in water at 23.8 oc . Three male college swimmers performed 120 

minutes submaximal swimming (breast stroke) in a swimming flume. 

Rectal temperature (Tre)， mean skin temprature (Tsk)， mean body temperature (Tb)， heart rate (HR) 

and rating of thermal sensation (RTS) were measured during出isswimming test when the mean water 

temperature was 23.8 oc and its velocity was O.4m/sec. 

The results are summarized as follows: 

1. Tsk decreased rapidly until 20 minutes after the beginning of swimming for each swimmer， then 

gradually decreased until 70 munutes and after that fell into a steady state. 

2. Tre showed no change or a slight increase until 20 minutes after the beginning of swimming and 

then gradually decreased. The decrease in Tre depended on the individuals. 

3. The wet-belt showed a significant temperature change of Tsk. 

4. It was suggested that the wet-belt may affect the level of RTS by making the subjects feel warmer. 

These results suggest that a swimmer with the wet-belt during prolonged swimming seems to 

consider effective measures on thermoregulatory responses. 
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緒 言

トライアスロン、チャネルスイミング(海峡横

断水泳)、湖・湾内遠泳駅伝大会、オープンウォー

タースイミング11)およびロングディスタンスの競

泳競技など、自然環境の中で長時間にわたって‘泳

ぐ競技やレクリエーションが年々増加している。

このような自然環境での長時間水泳は、水泳時の

水温がヒトの体温調節に及ぽす影響の面で、非常

に大きな要素となる。生体での熱交換という点か

らみると、水の比熱は空気の4000倍、熱伝導率は25

倍121 といわれているように、水温の違いによっ

ては、泳者のパフォーマンスを左右5).8).101したり、

泳者が生理的に危険な状態に陥ることもあると考

えられる。一般に、水泳時での標準水温は26-29

℃と考えられるている8;しかし、全国の海浜で実

施されている遠泳時の水温は、水面下約 1mで25

℃以下である場合が多い。

近年、低水温下での最大下運動によって深部体

温の低下を誘起する11.21.5).6).聞ことが報告されてい

るが、 2時間に及ぶ長時間の体温調節反応につい

て言及した報告は、ほとんどみられない。本研究

の目的は、実際に行われている遠泳を想定し、低

水温下での長時間水泳時のヒトの体温調節反応に

ついて明らかにし、さらにスキューパダイビング

などで使用されているウェットスーツ生地で製作

した腹帯(保温ベルト)の保温効果を検討するこ

とである。

方 法

1.被験者

被験者は、年齢20歳で、水泳部に所属し、定

期的な水泳トレーニングを行なっている男子大

学生 3名とした。被験者の身体的特性は、表 1

に示すとおりである。なお、実験に先立ち、被

験者に実験の目的、内容および意義について説

明し、実験に参加する同意を得た。

表 1.被験者の身体的特性

Su町民俗 Age Height Weight BSA %FAT事

(控) (cm) ~ (m2) (%) 

YAN.(male) 20.4 168.3 64.05 1.68 16.0 

KOM.(male) 20.5 171.0 67.74 1.75 15.3 

MAT.(male) 20.6 178.1 65.72 1.77 13.0 

Mean 20.50 172.47 65.84 1.73 14.77 

S.D. 0.082 4.133 1.509 0.039 1.281 

• %FAT was calculated using困問ptsand s伺 pul釘 skinfold fat 

2.実験実施日

実験は、 1991年3月9日から 3月11日に行っ

た。また、体温は日内動揺の影響(1 Oc以内)91 

を考慮し、実施時刻は、午前10時から午後3時

の間に限定した。

3.実験条件

運動負荷の実施条件は、室温28-30
0Cの環境

下で、回流水槽「スイム・マスターJ(ジャパ

ンアクアテック社製)を用いて、水温24
0

Cで、

流速を0.4:t0.05m/secに設定し、平泳ぎ泳法

で連続2時間の負荷とした。なお、この流速で

2時間の水泳は約 3kmの距離に相当した。

以上の負荷条件下で全被験者とも、保温ベルト

着用の有無(ベルト着用・ベルト非着用)の違

いを比較した。

4.保温ベルト

保温ベルトの材質は、ウェットスーツ用の表

面ジャージ(ナイロン生地) ・裏面スキン(ゴ

ム生地)であり、大きさは、縦幅0.85mx横幅O.

20mx厚さ0.05m、重量340gに統ーした。

ベルトの着用方法は、被験者のへそを中心に巻

き付け、両端の重なり合った部分は、ベルクロ

で固定した。なお、この保温ベルトが占める体

表面積の割合は被験者YAN.が9.1%、KOM.

が8.7%、MAT.が8.4%であった。

5.測定項目と方法

測定項目は、直腸温、胸部皮膚温、上腕部皮

膚温、大腿部皮腐温、心拍数およぴ水温とした。

なお測定には、 1 Cメモリー「携帯用情報記録

装置VMM-67J(ヴァイン社製)を用い、全項

目(6 ch) について運動中 l分毎に連続記録

した。また、被験者の主観的な温度感覚 (RTS)
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も経時的に調査した。

1) 直腸温 (Tre)

核心温としてのTreは、 fビニール製温度電

極J(Y S 1社製)を用いて、旺門から直腸内

の約150mmの位置で測定した。

2) 平均皮膚温 (Tsk)

Tskは、 Ro加 tsら (1977i
31，こよるTsk=0.43-

胸部温+0.25士腕部温+0.32失腿部温から算

出した。各部位の皮膚温測定は、「ステンレス

製温度電極J(Y S 1社製)を使用し、その周

囲を「体表用断熱カバーJ(日本光電工業社製)

および「トランスパレントIVドレッシングJ(3 

M社製)で保護し、測定部位への浸水を防いで

行なった。

3) 平均体温 (Tb)

Tbは、寒冷環境下でのTreとTskの重み'ブ

け比率が2: 1とされておりへTb=0.67・Tre

+0.33・Tskから算出した。

4) 心拍数 (HR)

HRは、防水用電極を用い、さらに皮膚温測

定と同様の防水処理を行い、胸部双極誘導によ

って記録した。

5) 水温

回流水槽内の水温は、前述したように実験開

始前に24
0

Cに設定したが、 2時間の問、水温が

変化する場合があることを考慮、して、各被験者

に装着した温度センサーを用いて実測した。実

測された実験中の水温は、 23.6-23.8
0

C (平均

23.8:tO.07
0

C)の範囲内で常に一定であった。

6) 主観的温度感覚 (RTS)

被験者に対し自覚する温度感覚を、入水直後、

水泳中(泳後60分)、退水直後、退水30分後に

ついて調査した。スケールは、 Houghtenと

Yaglou (923)71ならびにGaggeら 0967t
l
の

「温度感覚のカテゴリースケールJを参考に、

7段階(①とても寒い、②寒い、③やや寒い、

④どちらともいえない、⑤やや温かい、⑥温か

い、⑦とても温かい)を設定し、それを使用し

た。

結果と考察

入水前 (0min.>から水泳終了時(120min.)

までの各部体温および心拍数の経時的変化につい

ては、図 1は全被験者の平均値、また図 2、3、

4には各被験者の個人値を示した。さらに、図 5

には各部体温におけるベルト着用とベルト非着用

の差を経時的に示した。図の横軸は、水泳開始か

ら終了までの 2時間を10分毎に区切り、その聞の

毎分の記録を平均値で表した。

1.平均皮庸温の変化

Tskでは、ベルト着用およびベルト非着用の

両者において、水泳開始から20分の問に一過性

の下降現象が認められた。その後、約70分まで

の聞に約 10C下降した。それ以降から負荷終了

時まで、ほぽ定常状態を示した。

ベルト着用の差は、平均値で終始着用した場合

が高く、水泳開始20分前後には着用の差が 1oC 

と最高値を示した(図 1)。
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図1.水泳中の体温および心拍数(平均値 n=3)

図は各測定値と栂準備差を示す。
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図5.ベルト着用と非着用の温度差(平均値 n=3)

図は{ベルト活用時温度}→ベルト非泊用時温度}を示す。
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被験者別にみると被験者KOM.は、ベルト

着用とベルト非着用の差が最高2.2
0

C (開始20

分)まで広がった(図 3)。しかし被験者YAN.

では、ベルトの差はほとんどみられなかった(図

2 )。以上のようにTskにおけるベルトの保温

効果は、個体によって三者三様であった。

2.平均体温の変化

TreとTskとの重みづけで算出された水泳中

のTbの経時変化は、全体的に水泳開始に伴い、

20分頃まで一過性の低下を示した。その後、約80

分まで経時的に低下傾向を示し、終了時までほ

ぼ一定であった(図 1、2、3、 4)。

ベルト着用の差は、 Tskと同じように平均値で

は終始者用した場合が高い傾向にあった。水泳

開始10分前後には、着用の差が0.5
0Cと最高値

を示した(図 1、5)。

被験者別にみると被験者KOM.は、ベルト

着用とベルト非着用の差が最高0.8
0C (開始10

分)まで広がった(図 3)。しかし被験者YAN.

では、ベルトの差はほとんどみられなかった(図

2 )。これらのことは、ベルト着用の影響が個

体によって異なることを示唆した。

3.直腸温の変化

全被験者とも水泳開始から20分まではTreの

上昇・不変傾向がみられたが、この現象は、特

に四肢末梢部の皮!荷管が収縮し、一時的に、身

体中心部に血流量が増大するために、深部体i品

の上昇を誘起するものと考えられる。その後は、

全被験者とも個体差はあるものの経時的に下降

傾向を示した(図 2、 3、 4)。この下降傾向

は、本実験結果での大腿部温の下降からみられ

るように、 Treが低水温による下股からの冷え

た静脈血の影響2).8)を受けていることを示唆し

ている。

被験者の平均値およぴ各被験者別にみた場合

でも、ベルト着用と非着用の差は、最高0.3
0

C

の範囲内でほとんどみられなかった。

被験者の中で最も体脂肪率が小さく、しかも

水泳時でのTreの低下が他の被験者より大きか

った被験者MAT.は、入水前から終了時に至

るまでにし8
0

C低下しており、他の 2例よりそ

の低下度が大きかった(図 4)。このことは、

深部体温と体脂肪率との関係に言及した報告ω

でもみられるように、低水温に対する個人的特

性が影響しているものと考えられる。

4.主観的温度感覚 (RTS)

被験者のRTSの平均値は、表 2に示すとお

りである。水泳による各被験者の温度感覚レベ

ルは、被験者のTskおよUTbを反映し個人差

を示すが、ベルト着用の方が非着用よりいずれ

も高いレベルを呈示した。

ベルト着用と非着用によるRTSの平均値の

差は入水直後が0.7、水泳中が1.0、退水直後お

よび退水30分後が同値で1.3であった。

表 2.主観的温度感覚 (RTS)

ベルト髄用入水直後 水泳中 温水直後温水30分後

YAN. 4 2 3 4 
KOM. 5 3 4 5 
MAT. 4 3 2 3 

Mean 4.33 2.67 3.∞ 4.00 

S.O. 0.471 0.471 0.816 0.816 

ベルト奔鎗周入水直後 水泳中 温水直後温水30分後

YAN. 4 2 4 

KOM. 3 2 2 

MAT. 4 2 2 2 

Mean 3.67 1.67 1.67 2.67 

S.O. 0.471 0.471 0.471 0.943 

以上のように、本実験で試行的に製作された

保温ベルトの着用は、個体差はみられるものの

泳者のTskの低下を軽減することと、主観的温

度感覚において有効であると思われる。この原

悶は、ベルトで覆う腹部における血流量が全体

の約40%以上(腎19%、その他の腹部臓器24%)

¥4)を占めることが関与していると考えられる。

要 約

水泳部に所属する男子大学生 3名を対象に、回

流水槽.を用いて、水温23.8
0

Cおよぴ流速0.4m/sec

で平泳ぎ泳法による 2時間の水泳中での体温調節

反応ならびに保温ベルト着用の効果について検討

し、次のような結果を得た。
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1.平均皮膚温は、各被験者とも、水泳開始から20

分まで一過性の下降現象を示した。その後、約70

分までは経時的にやや下降し、それ以降はほぽ

定常状態を示した。

2.直腸温は、水泳開始から20分までは、不変ま

たはやや上昇傾向を示し、それ以降は、経時的

にゆるやかな低下を示した。被験者の直腸温の

低下の度合いには、個体差がみられた。

3.保温ベルトの効果が最も顕著にみられたのは、

平均皮府温であった。

4.被験者の主観的温度感覚については、入水時

から退水30分後まで終始保温ベルトの効果がみ

られた。

これらの結果は、低水温下での長時間水泳を

行う場合に、人によっては保温着の着用が有効

であることを示唆している。

〈付記〉

本論文の一部は、九州体育学会第40回大会、第46

回日本体力医学会大会、第27回生理人類学会およ

ぴ日本体育学会第42回大会において発表した。

また、本研究の実験の実施にあたり、側ジャパ

ンアクアテックの多大なるご協力を項いた。

に、深く感謝の意を表します。
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E • F . Zeiglerの体育哲学自己評価チェックリストについて

山 下和 彦( 福岡大学)

(平成 3年 10月30日受付，平成 3年 12月 10日受理)

A Study on Zeigler's cl)eklist of philosophy of physical education. 

Kazuhiko Yamashita
1 

Abstruct 

In the former report on Zeig副le釘r'spatterns of phi日Ipsophy0ぱfphysical education it was clarified出a剖t1.S. 

Brubacher and τT、.Braヨameldaffected Zeig副le町rthrough investigation of Zeig副le町r乍 literatures.The purpose 

of this present report is also to clarify the personal checklist of Zeigler by comparing it with Brubacher 

and Brameld. 

The findings are follows; 

1) Zeigler classifies philosophy of physical education on the basis of philosophical school and 

philosophy of education. However， the influence of classifying with philosophy of education is 

stronger than the one on the basis of philosophical schools. Cla岱 ifyingby philosophy of education 

is realistic. 

2) He classifies by using an approach of Brubacher's structural analysis. 

3) He introduces only Brameld's reconstructionism. Brameld's affect grows weak by degrees. And 

also he dose not use the patterns of Brameld. 

1) Fuculty 01ρhysical Education，Fukuoka Universily，Nanakuma，Jyounan-ku 8-19-1， 

FukuokaJa，ρan(814-01) 
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緒 言

ジーグラー (E.F . Zeigler)は北アメリカを代

表する体育・スポーツ哲学者の一人である。彼は

体育哲学の類型化を試み、体育哲学の分野で多く

の影響を与えた人でもある。それは体育・スポー

ツ哲学関係の著書、論文を眺めれば必ずといって

良いほどジーグラーの名前が出ており、いたると

ころで引用されていたり、参考文献として取り上

げられていることからも明白である。また、彼は

国際スポーツ哲学会の会長職にもあった人であ

り、今日でも強い影響力を持っている。
きて、これまで彼の著書8)・9)・10)，11)，12)，13)を分析し

てみると、彼の体育哲学の類型化に関しては少な

くとも 2人の影響があったといえる。それは、ブ

ルーバッハ{J. S. Blubacher>とプラメルド (T.

Brameld)の2人である。共に教育哲学者である。

ブルーバッハはジーグラーの師に当たる人物で、

彼の学位論文の指導をした。これら二人の影響は

著書の様々なところから窺えるのだが、本研究で

はこの二人の影響について、ジーグラーが作成し

た自己評価チェックリストを通して検証すること

が第一の目的である。第二の目的はチェッリスト

の変遷過程における変更点の整理と変更に至った

背景を明確化することである。研究方法としては、

すべて文献考証になるが、まずジーグラーがこれ

まで公にしたチェックリスト(1963年初(pp.301-

316)、1977年11}(pp.37-47)、1983年12}(pp.387-

398)、1989年13)(pp .387 -400)のそれぞれ〕を取り

上げ、その構成を吟味し、ブルーバッハやブラメ

ルドの教育哲学類型と比較した。そして類似点や

相違点を整理し、影響がどの様に及んでいるかを

検討した。次にチェックリストにおける内容の変

化について取り上げ、その変化の背景をジーグ

ラーの著作を通して検討してみた。体育・スポー

ツの指導者にとって個人の留学を明確にしておく

ことはいうまでもなく必要不可欠であり、本研究

が単にジーグラーの研究に止まらず、そうした個

人の哲学確立の為の一助となれば幸いである。

1.自己評価チェックリストの内容

このチェックリストは個人がどの様な教育哲学

の傾向にあるかを自分自身で判断するためのもの

である。個人の世界観、教育観、体育・スポーツ観

を聞くもので、それらを項目別に聞き、明確にしよ

うとしている。それぞれの項目に5ないし6の文章

が用意されており、それらを各自が慎重に読み、

自分が信ずるものと最も近いものを選ぶのである。

各項目ごとにそれを行った後に自分がどういう傾

向にあるかをまとめの図やスペクトラムを使い分

析してみるのである。末尾に資料として1989年の

リストにおけるまとめの図を掲載しているが他のも

のもほとんど同じ形式なので参照してもらいたい。

ここに、 1963年から1989年までに示された 4つ

のチェックリストの内容について紹介していくこ

とにする。

1. 1963年のチェックリスト

この最初のチェックリストはその後のチェッ

クリストの原形になったものである。

質問は大きく 6項目に分かれ、それぞれの項

目には 4種類の文章が提示されている。 6項目

の内容は次に示す通りである。

① 実在の本質(形而上学)

②教育の意図および目的

③教育過程(認識論)

④体育

⑤学校保健教育

⑥ レクリエーション教育

次いで各項目に提示されている 4種類の文章

であるが、その内容は、観念論、実在論、実験主

義、改造主義の 4つに分けられている。例えば

教育の意図およぴ目的ということであれば、観

念論の立場から、あるいは実在論の立場からま

とめられた文章である。そのほか実験主義、改

造主義と順不同に 4つの文章が並べられている

のである。そして①から⑥まで各項目に並べられ

ている文章の順は項目毎にすべて異なっている。

この最初のチェックリストでの重要ポイント

としては自然主義を除外していることと改造主

義を含めていることの 2点があげられよう。
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というのは、通常、主要哲学の面から考察し

た場合、多くの研究者が自然主義を取り上げて

いるからである。しかしジーグラー自身が自然

主義を主要哲学のーっとして無視していないこ

とは他の著書において自然主義を取り上げてい

ることからも明らかである。自然主義を外した

理由として考えられるのは、自然主義が掴み所

のない哲学であり、形而上学的質問や認識論的

質問に対してはプラグマテイズム的あるいは実

在論的なものに傾き、独自性が弱まっていると

判断しているl;(p.46)からではないかと考えら

れる。彼自身の言葉を借りれば一応他の哲学と

は区別しているのである1(p.46)また改造主義

を取り上げているというのは、その他3つは主

要哲学としての位置づけができるのに対して、

改造主義は教育哲学のーっとして位置づけられ

るので、かなり重きを置いているのではないか

と推察できる。ここに改造主義の提唱者プラメ

ルドの影響が窺える。 1950年代から1960年代に

かけてのアメリカ教育留学会は多様化と変化の

時代を迎えており、改造主義もそうした状況下

で登場してきたものであるt(pp.10-16)改造

主義は進歩主義と性格が似ているが、その主張

はより急進的で社会の改革に積極的で非現実的

なユートピアニズム的面もあるご・川}・4)ジーグ

ラーはこうした教育哲学会の状況にいちはやく

反応し、改造主義を取り入れたのだろう。

2. 1977年のチェックリスト

1963年の最初のものと同様、項目は 6つに分

けている。 6項目の内容も最初のものと同じで

ある。

① 実在の本質(形而上学)

②教育の意図および目的

③ 教育過程(認識論)

④体育

⑤ 学校保健教育

⑥ レクリエーション(教育)

そしてこれらの項目にそれぞれ5種類の文章

が提示されている。その内容は、観念論、実在

論、実験主義、改造主義、実在主義の5つである。

文章の配列は1963年のものと同様すべて順不

同ぱらぱらである。

大きな変更点は、実存主義が加わったことで

ある。さらに最初と違う点は、チェックリスト

に加えて、教育哲学の評価表が加わったことで

ある。これは、教育哲学スペクトラムに基づい

たものだが、進歩主義的か、本質主義的か、実

存主義的かの 3つに分けられている。実存主義

は新たに加わったものとはいえ、主要哲学とし

て一般的なものと判断できょう。その背景とし

て考えられることは、 1963年のリストにおける

改造主義の登場と同じく、当時のアメリカ教育

哲学会における実存主義の興隆に反応したとい

うことではないだろうか。実存主義は1950年代

から60年代にかけて教育学会で盛んに論議され

始めた。後にヨーロッパの実存主義者の著作の

翻訳書が多く刊行され、彼等に関する紹介書や

研究書の数も多くなった。そして60年代後半か

ら70年代にかけては、さらに実存的教育論の構

築を企てる著作も刊行され始めたのである 5)

(pp.l0-16，pp.148-150) 

3. 1983年のチェックリスト

このチェックリストは先の 2っと大きな違い

がある。それはこのリストが管理者のために作

られているということである。よって質問の項

目がかなり違う。全部で13項目あるが以下のよ

うである。

①経営管理の分野

②管理者自身の持つ管理者像

③管理役員のタイプ

④ スタッフの選抜とアポイントメント

⑤ スポーツや身体活動の価値

⑥個人哲学

⑦教育哲学

③経営管理の原則

⑨教育的監督

⑬ カリキュラムの発展

⑪政策と決定

⑫経営管理の組織・構造

⑬ 全体的傾向
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このように経営管理分野のためのものではあ

るが、評価は教育哲学の類型を用い、適用させ

ようとしている。そのため、評価の分類は先の

2つより大雑把になっており、本質主義的か、

進歩主義的か、それとも両者の折衷的立場かと

いう分け方になっている。しかしこれは当時の

教育学会の状況と無縁なものではないようであ

る。1960年代以降、アメリカ教育哲学会には様々

な派が出現し、分類もまちまちとなった。よっ

て分類する人の中にはジーグラーのように大ま

かな分類をする者も出てきた?(pp.16-17)

4. 1989年のチェックリスト

この細心のチェックリストはこれまでのもの

を踏襲し、より細かい配慮、がうかがえる。質問

の項目は全部で5つあり、レクリエーションや

保健教育は取り上げられていない。

1 実在の本質(形而上学)

2 倫理と道徳(価値論、諸価値)

3 教育目的と目標

4 教育過程

表 l チェックリストの内容対比

1963年 1977年

哲学の 観念論 観ゐ.I!，、急"悶A・

類型 実在論 実在実在論
実験主義 実験主義

改造主義 改造主義

実存主義

項目 実在の本質 実在の本質

教育の意図・目的 教育の意図・目的

教育過程 教育過程

体育 体 育

学校保健教育 学校保健教育

レクリエーション教育 レクリエーション教育

5 特殊領域における諸価値(スポーツと体育)

評価の分類は 6つに分かれ、 f進歩的J、「や

や進歩的J、f実存主義的」、「伝統的j、「非常に

伝統的」、「折衷的jになっている。

この場合、「進歩的Jというのはプラグマテ

ィックナチュラリズムとエシカルナチュラリズ

ムを指し、「やや進歩的Jは改造主義やエシカ

ルナチュラリズムを指し、「実存主義的Jは無

心論的・不可知論あるいは有神論的なものも指

し、「伝統的Jはアイデアリズムやプロテスタ

ントクリスチャンを指し、「非常に伝統的jは

レアリズムや神学を指している場合がある。「折

表的」は進歩的と伝統的の折衷という意味である。

これまでの主要哲学の立場からの類型を一変

し、教育哲学の類型を全面に持ってきていると

ころが特徴といえよう。こうした分類は1983年

のリスト同様教育哲学会の分類状況の影響と考

えられる。

4つのチェックリストの内容を対比すると表

lのようになる。

1983年 1989年

本質主義 進歩的

進歩主義 やや進歩的

折衷的立場 実存主義的

伝統的

非常に伝統的

折衷的

経営管理の分野 実在の本質

管理者像 倫理と道徳

管理役員のタイプ 教育目的と目標

スタッフの選抜法 教育過程

スポーツの価値 スポーツと体育の価値

個人的哲学

教育哲学

経営管理の原則

教育的監督

カリキュラム

政策と決定

経営管理の組織・構造
全体的傾向
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II. ブルーバッハの影響

1.教育哲学の構造契機

すでにこの構造契機については詳細に紹介7)

しているので、簡潔にしておく。

1)実在に関する信念

2)知識に関する信念

3)価値に関する信念

4)人間性に関する信念

5)教職の倫理に関する信念

6)政治に関する信念

7)国家に関する信念

8)政治的秩序に関する信念

9)社会進歩と学校の役割との関係に関する

信念

10)教育的過程に関する信念

11) 宗教及び道徳教育に関する信念

構造契機の影響としては、すでに先の論文で

ジーグラーの著書における内容・構成面に対し

ての影響点を指摘した。それは、彼の場合、体

育哲学を導くに際し、フソレーバッハの構造的分

析方法を用いているという点であった。ブルー

バッハの構造的分析とは各人が持つ教育哲学を

各構造契機に対する信念を明確にすることによ

って理解しようとするものである。簡潔で理解

しやすい方法といえる。

チェックリストに対しての影響としても、同

じ事がいえよう。すなわち構造的分析方法が影

響しているということである。チェックリスト

の内容は、チェックリストという性格上簡単に

まとめられているため、著書の内容に比べれば

少々貧弱ではあるが、構造契機を設定し、哲学

を整理する方法としては同じ手法といえる。

とりわけ、構造契機の中でも重視していると

思われるものは、形而上学的面、価値5帥句面、認

識論的面のようである。それは実在の本質、教育

過程、教育の目的を必ず含めていることから窺

える。また、体育やスポーツについての項目も実

はそれぞれの価値面を聞くものであり、価値論

的面を重視していることが重ねて理解できょう。

チェックリストの変遷という観点から構造契

機を眺めてみると、 1983年のものは特例として

考え、例外的扱いとなるが、他の 3つはほぽ同

傾向にあると考えられる。ただし戯密に見れば、

1989年のリストは1963年、 1977年のリストにお

いて示されていた体育、学校保健教育、レクリ

エーション教育を体育・スポーツに一本化して

いる。また、価値論的面で倫理と道徳について

の項目を掲げている。前者に関しては、ジーグ

ラー自身の中に学校保健教育とレクリエーショ

ン教育を体育から切り離そうという考えがあ

り、かつスポーツを前面に出すことが時代の趨

勢と判断しているようである。また後者につい

ては、倫理・道徳面の必要性を強調しようとす

る姿勢と考えられる。

2. 7"ルーバッハの教育哲学の分類

彼の分類の特徴は、教育哲学の観点と哲学学

派(主要哲学)の観点を融合しているところに

ある。彼は進歩的教育の教育哲学と保守的教育

の教育哲学の大きく 2つに分け、さらにその思

想の起源により以下のように細分している?

(pp.23-24) 

進歩的教育の教育哲学:進歩主義

a.プラグマテイズム、道具主義、実験主義

b.改造主義

c 浪漫的自然主義

保守的教育の教育哲学:本質主義、伝統主義、

永生主義

a.アイデアリズム

b. 自然主義的レアリズム

C. 理性的ヒューマニズム

d.カソリックの超自然主義

ジーグラーのチェックリストから判断すれ

ば、初期の段階(1963年、 1977年)では、教育

哲学と哲学各派の両観点を融合するフソレーバッ

ハの考えが強く影響していたと思われる。それ

は最初のチェックリストにて主要留学に加え教

育哲学の一つである改造主義を採用している

点、またジーグラーが示すスペクトラムがブ

ルーバッハの分類に極めて類似している点から

も窺えよう。ただし、 1983年、 1989年のものは
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ジーグラーなりの考えにより、変更を加え、よ

り現実的にしたものと考えられる。まず1983年

のリストでは対象者が管理者であった為、分類

は単純な形になっている。ところが1989年のリ

ストでは再ぴ対象者が体育・スポーツに関わる

人になったため、分類を細かく分け、現実に即

す努力をしている。しかしながら、この1989年

の分類内容を細かく見ると、それぞれの分類の

説明に主要哲学を当てていることから、ブルー

バッハの影響はなかなか拭えないでいると判断

できょう。

1lI.プラメルドの影響

1.プラメルドの教育哲学の分類

プラメルドは社会的視点を明確にし、 4つの

社会選択の態度から 4つの教育哲学を導いてい

る。彼は現代社会は危機的場面に立っている、

いわば危機社会であると把握している。安定し

ていた秩序や古い価値観が揺さぶられ、新しい

ものが次々に創造される混乱と動揺の時代であ

る、というのである。そしてこのような危機社

会にどういう態度で対処しようとするのかその

態度の違いによって、教育哲学の類型を分類し

ようとしている1)

彼は 9つの態度があるとしている。(その態

度のことを、立場を選択したという意味で選択

という言葉を使用している。)

①自己満足的選択(conplacentchoics) 

②否定的選択(negativechoice) 

③懐疑主義的選択(skepticalchoice) 

④不可知論的選択(agnosticchoice) 

⑤折表主義的選択(eclecticchoice) 

⑥保守主義的選択(conservativechoice) 

⑦自由主義的選択(liberalchoice) 

③復古主義的選択(regressivechoice) 

③急進主義的選択(radicalchoice) 

この様に 9つの選択を掲げているが、最初の

5つの選択は冷静な理論的思考を放棄した無秩

序な態度であり、こうした安易な態度からは教

育哲学の有機的構造的信念体系は生まれてこな

いとして考察の対象から排除している。

そして残された 4つの選択から次の 4つの教

育哲学を導いている3・2).3)

①本質主義

保守主義的選択に対応するのは本質主義であ

る。その特徴は社会的遺産としての科学を中心

にし、伝統的教科カリキュムを認め、注入的教

授と受容的学習態度を取ることである。また基

盤となる哲学としてはアイデアリズムとレアリ

ズムの 2つを挙げている。

②進歩主義

自由主義的選択に対応するのはプラグマテイ

ズムを下部構造とする進歩主義である。科学知

識を情報として考え、経験カリキュラムや問題

解決学習を進めるものである。

③永生主義

復古主義的選択に対応するのは永生主義であ

る。古き秩序への回帰、エリート支配の哲学、

教科聞のハイアラーキ一、つめこみ教授法など

が特徴である。

④改造主義

急進主義的選択に対応するのは改造主義であ

る。ユートピア思想に立ち、新しいカリキュラ

ム(車輪状カリキュラム)、社会的一致の学習

を進めようとしている。

プラメルドの分類は、明快で理解しやすいも

のと評価できるが、この分類にたいしては残念

ながらジーグラーの関心はやや低いようである。

とはいえ、初期の段階では改造主義に対する

ウエイトの掛け方が他の教育哲学に比べ大きか

ったことは彼の分類から充分窺えるのである。

しかし、時の経過に伴い、改造主義を全面に打

ち出さなくなヮていることは大きな変化といえ

よう。第一にこれはアメリカ教育界における改

造主義への評価と重要な関係があると推測する

のだが、改造主義が進歩主義とは類似している

ものの、より急進的で実践が困難なものとの批

判に影響されてのことではないだろうカえ (pp.

270-310)また、 1960年代以降教育哲学会に登

場した諸派が多く、分類も大まかなものへと変

化していったことが影響していると思われる。
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結語

4つのチェックリストとブルーノfッノ¥プラメ

ルドの両者の教育哲学との関係について検討して

きたが、整理すると次のようになる。

分類の方法は、ブルーバッハの影響を受け、主

要哲学による分類と、教育哲学による分類を融合

した形となっている。また類型に当たっても彼の

構造的分析方法を用いている。しかし、実際の分

類では明らかな変化が示されている。まず l点は、

主要哲学による分類の影響が徐々に弱まり、教育

哲学による分類の影響が強まっていったという点

である。 2点目は、改造主義の取り上げ方に関す

ることである。すなわち、初期の段階では改造主

義は常に前面に出ていたのであるが、徐々にその

傾向が弱まり後退していったのである。

こうしてみると、ブルーバッハ、プラメルドの

影響にはかなりの差があると考えられる。ブルー

バッハの影響とは分類に関する影響であり、ブラ

メルドの影響とは改造主義の内容そのものの影響

である。したがってプラメルドの提示した分類に

関しては強い関心は示されていない。

さて最後にチェックリストに対する評価をして

みたい。初期のチェックリストは項目は良いのだ

が。分類が非現実的で、むしろ後年のリストのほ

うが現実的である。理由としては主要哲学による

分類より教育哲学による分類のほうが整理しやす

いということである。もちろん1989年のリストも

6つに分類されているため、自分自身がどれかを

判断することは決して容易ではないのだが、どの

程度進歩的か伝統的かが分かることにポイントが

おかれているため、比較的馴染みゃすいものと評

価できょう。
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両腕振込動作を用いた垂直跳びの特性

-8種類の両腕振込動作について一

相部保美 (福岡教育大学)

(平成 3年 11月 16日受付，平成 3年 12月 10日受理)

<資料>

Charactristics of vertical jumps using swing movements with both arms 

-On eight kind of swing movements with both arms一

Yasumi Aibe 1 

abstract 

The purpose of this study is to examine the charactaerostic of each vertical 

jump and calculate the power and work as reastion forces from the groound reaction for each 

verticaljump，which is limited to using swing movement with both arms. 

(1) All jumps using swing movements with both arms are recognized to have reaction effects. 

The height of vertical jump is increased by about 30% and the peak velocity by about 37%. 

(2) The ratio of positive work to negative work shows a tendency to increase in jump3 and 

jump5 and jump7. 

(3) The strongest correlation is observed between the peak velocity and the height of each 

vertical jumps. 

1) Fukuoka University 01 Education， 729 Akama，Munakata-shi Fukuoka}ゆan(811-41) 
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1 .緒言

人聞の代表的移動運動の一つである跳躍は我々

の日常生活において、歩く走るとともに不可欠な

運動であり、とびこえたり、とびついたり、とぴ

あがったりなど極めて頻繁に用いられる動きであ

る。さらに、体育・スポーツの場においても、陸

上競技のように跳踏の成果を競い合うもの、各種

球技や体操競技などのように跳躍が運動の成果に

関与するものも少なくない。これまで、跳脇に関

する研究は数多くみられるが、なかでも垂直跳に

関する研究は、 1960年代では踏切時の構えの姿勢

や各種踏切動作と跳路高の関係を究明したもの、

1970年代では踏切動作時の身体各部の動きを運動

量や加速度から究明しようとしたもの、 1980年代

では各動作の銚路高に対する身体各部の相対的貢

献度を力積や発生運動量、関節モーメントと関節

角速度から究明しようとしたものなど運動学的研

究は数多くみられる?

ところで、これの研究では反動動作を用いるも

のとそうでないもの、あるいは振込動作を用いる

ものとそうでないものなど腕振込動作を限定し、

反動動作の効果を明らかにした研究はみられるも

のの、様々な腕振込動作そのものを研究の対象と

し、その運動特性を明らかにした研究はない。挑

躍における腕の働きは、下肢の関節を伸長させる

筋肉を強制伸長させる反動動作と身体を引き上げ

る役割lがあり、腕をどのように振るかは、脚が発

揮するパワーを左右し、跳脇高に大きな影響を与

える?球技などの運動場面における動きの課題は

必ずしも一様ではなく、様々なねらいのもとにそ

の運動成果を出さなければならない側面をもって

いる。例えば、バレーポールにおけるスパイクや

プロッキングの跳躍では両腕振込運動が用いられ

るが、腕を曲げて行う者や回し込むように行う者

など様々な腕振り動作がみられ、身体の使い方に

違いがみられる。それらには生み出した力を効果

的に使うための要素的技術としての合理性が内在

していると思われる。したがって、さまざまな腕

振り動作を用いた跳掘における身体の使い方を明

らかにすることはスポーツ指導の場を考えると極

めて重要であると考える.。

そこで本研究は、垂直跳の踏切局面における腕

振込動作を数種類限定し、各々の跳路における力

学的ノマワーや仕事量を算出し、エネルギーの発現

やエネルギーの効率的使い方の面から各跳路の特

性を明らかにし、各種腕振込動作を用いた垂直跳

における動きの効率化や動きの統合化に関する基

礎的知見を得ることを目的とした。

11.方法

1.被験者

被験者には、 F大学保健体育専攻男子学生5名

(バレーポールを専門とする者 4名、陸上競技跳

臨種目を専門とする者 1名)を用いた。

2.実験試技

各被験者には下記に示すような跳路 lから跳掘

8までの 8種類の銚掘を各々 5回づつ行わせた。

なお、試技前に数回の練習を行わせた。また、試

技聞の休息を 2-3分間とり、疲労の影響が出な

いようにした。

跳臆 1から跳路8については、個人で行う跳隠

とし、助走がなく、両足で踏切り、両足で着地し、

手に何も持たずに地上(床上)で垂直方向に向か

つて跳ぶことを基本的運動様式とし、腕の振込動

作の条件を以下のようにして行わせた。

①跳路 1 両腕の振込WJJ作を用いない脚のみの

反動垂直跳

②跳脇2:両腕を脚の屈曲に合わせて、前から

上方→後方→前方へ一回旋させる振

込動作を用いた反動垂直跳

③挑服3:両腕を真横に垂らして構え、脚の伸

展に合わせて前上方へ振り上げる振

込動作を用いた反動垂直挑

④跳路4 両腕を胸の前に曲げて構え、脚の伸

展に合わせて上方へ振り上げる振込

動作を用いた反動垂直跳

⑤跳路5:両腕を脚の屈曲に合わせて後方に引

き、脚の伸展に合わせて前方へ振り

込む娠込動作を用いた反動垂直跳
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(体力テストに用いられる垂直跳)

⑥跳脇 6:跳紹5の跳ぴ方で、両腕を脚の屈曲

に合わせて左右に大きく聞くように

引き、脚の伸展に合わせて前上方へ

振り込むような振込動作を用いた反

動垂直跳

⑦跳脇 7:跳脇5の跳ぴ方で、両腕を直角に曲

げたまま振り込むような振込動作を

用いた反動垂直跳

③跳腿8:両腕の振込動作を脚の屈曲伸展に合

わせて横に下げたり上げたりするよ

うな(烏が翼をひろげるような動作)

振込動作を用いた反動垂直跳

3.実験方法

実験は三軸方向分力の測定ができるフォースプ

ラットフォーム(総合計装社製、最大垂直方向荷

重750旬、垂直変位 1mm以下、固有振動数70肱)

を用い、フォースプラットフォームに加わる力(床

板力)をストレインアンプ(三栄測器6M62) を

通して増幅し、オシログラフ及ぴカセットデー

ターレコーダー (TEAC社製)に記録した。次

に、カセットデーターレコーダーをマイクロコン

ビューターシステム(マイクロリサーチ社)に接

続し、記録されたデータをサンプリング間隔 5

msecで入力し、 A/D変換後、入力データをフロ

ッピィディスクに保存した。

4.データの処理方法

Daviesら (968) によるジャンプの瞬間最大

パワーの測定原理に基づき、以下のように各項目

に関する数値を算出した10)

まず、フォースプラットフォームにかかる足底

の床板力 F(N)と人体質量M(kg)、標準重力加速

度g (~めから、人体重心移動加速度A (%2) 

を次式により求めた。

A=F/M-g 

人体重心移動速度V(%)はコンビューターによる

Aの時間的積分により算出し、また、パワー P(W)

はFとVの積により算出し、時間の関数としてコ

ンビューター表示装置上にフ。ロットした。瞬間最

大パワーPpは表示されたパワー曲線のピーク値

として求められる。仕事量(J)はパワー曲線の正

の部分の面積をなされた仕事量PW(正の仕事量)

とし、負の部分をやらされた仕事量としてNW(負

の仕事量)として算出した。

111.結果と考察

1.各跳躍における効果および運動発現と運動成

果の特徴

垂直挑において跳躍高を増大させるためには、

接地中に地面に対してできるだけ大きな力を発揮

しなければならず、地面反力は運動様式によって

大きく異なってくるといわれている?また、跳躍高

は身体各部の水平・垂直平均速度と関係があると

いう指摘もある?そこで、動作様式の違いによっ

て、運動発現の基本となる力学量や速度、そして

運動成果はどのような違いや特徴をもつのかにつ

いてみてみる。

表1跳躍 lを基準とした時の各跳躍における各項目の伸ぴ率

ゐミ!長扶パワー 最分大聖力厄 最大速度

挑躍2 145.45 131.36 138.37 

跳躍3 134.25 121.89 136.73 

跳躍4 115.61 98.03 129.52 

跳躍5 147.43 110.26 146.53 

挑騒6 145.72 114.57 141.09 

跳躍7 147.62 114.93 143.40 

跳躍8 112.71 92.46 134.83 

表2 挑服 1を基準とした時の各跳脇
における仕事量の伸び率

訟とJ正の仕事量 負の仕事量

跳路 2 117.00 105.53 I 

跳路 3 126.81 109.29 

跳路 4 125.16 

跳臨 5 131.63 

跳蹴 6 121. 54 

跳路 7 119.97 

跳路 8 141.16 

挑臨高

123.85 

141.03 

127.69 

142.56 

126.41 

136.15 

134.10 
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(1) 挑踊 1を基準とした時の各挑胞における跳

掘高や運動発現量の伸ぴ率について

表 1と表 2は両腕振込動作の効果についてみ

るために、跳路 1の平均値をTスコアで50点と

し、その標準偏差を用いて他の跳躍の測定値を

Tスコアに換算し、さらに各跳胞のTスコアの

比率せ求め、それを伸ぴ率として表したもので

ある。

まず、挑躍4と跳路 8の最大垂直分力と負の

仕事量を除く、すべての腕振込動作を用いた跳

脇において各項目の値の伸ぴがみられる。特に、

跳躍高では全体的に高い伸ぴ率(123%-142%)

を示している。跳路高については腕の振込動作

の有無によって約10%の跳路高の差が生じると

いう報告もあり 11)これらのことから本実験で対

象とした跳躍 2から跳躍8は腕振込動作による

反動動作の効果がみられる跳脇となっていると

いえる。

また、最大速度でも最も低い伸ぴ率が跳躍4

の129.52%であり、全体的に129%-146%の伸

ぴを示し、他の項目と比較してもその伸ぴ率は

高い。このことは、跳躍高の差が生じるのは腕

振込動作の有無とともに身体各部の水平・垂直

平均速度と関係があるという指摘もあり?対象と

した各跳騒における腕振込動作が人体重心の移

動速度を増加させることに関わり、さらに挑臆

高を増大させたと考えられる。

次に、最大パワー、最大垂直分力、正の仕事

量でもほとんどすべての跳胞において伸ぴがみ

られるが、各跳摺聞の伸ぴ率を比較すると、最

大パワーでは112%-147%、最大垂直分力では

92%-131%、負の仕事量では81%-113%と伸

ぴ率に差がみられ、各跳掘における腕振込動作

の影響に違いがみられる。

(2) 各跳路における最大パワー・最大垂直分力・

最大速度・跳躍高について

表 3は5名の被験者が行った 5回の試技につ

いて、各跳躍ごとに各項目の平均値と標準偏差

を表したものである。また、図 lは最大パワー・

最大垂直分力・最大速度・挑腿高における各跳

表 3 各跳躍における最大パワー・最大垂直分力・
最大速度・跳蹴高について

銚臨 1

跳路2

跳蹄3

跳錨4

跳躍5

跳踊6

跳躍7

跳躍8

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

X 

SD 

(41位}

最大ノf 最分大力垂直 最大速度ワー

側 (N) 伽t!secl
3692.32 1587.56 

354.90 226.06 

4498.90 1942.06 

380.20 279.29 

4300.04 1612.30 

314.87 205.92 

3969.36 1565.28 

459.26 210.71 

4534.86 1703.49 

485.15 210.79 

4503.68 1752.27 

447.51 173.56 

4537.34 1756.28 

383.14 135.22 

3917.92 1502.38 

450.08 255.42 

一..一一・践属高:O.lm/DIV
一一一一ー短大パワー:1011四IIDIV
---._.-・銀大速度:1a/seclDIV 

.11大量a分力:1∞avDlV

2.961 

0.147 

3.243 

0.213 

3.231 

0.083 

3.178 

0.172 

3.303 

0.204 

3.263 

0.210 

3.280 

0.156 

3.217 

0.177 

8・h争+十をH ・p-十・6

{順位)

2345678  

図l 各項目における各跳踊の相対的順位

跳脇高

(m) 

0.528 

0.078 

0.621 

0.149 

0.688 

0.057 

0.636 

0.079 

0.694 

0.114 

0.631 

0.128 

0.669 

0.089 

0.661 

0.079 

注) 図中の①~③の番号は挑躍の種類を示している。
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騒の相対的順位とその平均値を示したものであ

る。

まず、各跳路別に各項目の値をみてみると、

跳路 2では最大パワーは4490.8Wと8種類の跳

躍の中では 4番目の値であるが、最大垂直分は

1942.06Nと最も高い値を示した。しかし、跳

躍高では0.621mと挑躍 2から跳路 8の中では

最も低い値である。このことから、跳路2は跳

躍高については他の腕振込動作を用いた跳臨に

比べ運動成果は低いが、運動量の発生について

は比較的大きな力を生み出す跳揺であるといえ

る。

跳路 3では、最大パワー4300.04W、最大垂

直分力1612.3Nと8種類の跳騒の中ではいずれ

の項目も 5番目の値であるが、跳路高において

は0.688mと2番目に高い値である。このこと

から、跳腿 3は運動量の発生が比較的小さいに

もかかわらず、運動成果の面では高い成果を生

み出す跳路といえる。

跳騒 4では、最大パワー3969.36Wと8種類

の挑踏の中では 6番目の値であり、最大垂直分

力1565.28Nと跳路 1よりわずかであるが低い

値を示している。このことから、跳脇 4は他の

腕振込動作を用いた跳躍よりも運動量の発生や

運動成果の面では低くなる跳躍であるといえ

る。

跳臨 5では、最大パワーは4534.86Wと2番

目に大きな値を示し、最大垂直分力は1703.49

Nと4番目の値であるが、跳路高は最も高い値

を示した。このことから、跳路 5はスピードと

パワーの発生が大きく、運動成果の面でも高い

成果を生み出す跳胞であるといえる。

跳路 6では、最大パワー4503.68W、最大垂

直分力1752.27Nといずれも 8種類の跳踏の中

では 3番目に高い値であるが、挑脇高は0.631

mと比較的低く、全体で 6番目である。このこ

とから、跳蹄 6は発生する運動量は比較的大き

いが、運動成果は低く、跳脇 2と同じような特

徴を有しているといえる。

跳臨 7では、最大パワー4537.34Wと最も高

く、最大垂直分力も 1756.28Nと2番目の値で

あり、跳脇高も0.669mと3番目に高い値であ

る。このことから、跳躍7は運動量の発生の面

では大きな力を生み出し、運動成果の面でも比

較的高い成果を生み出す跳服であるといえる。

跳服8では、最大パワー3917.92Wと腕振込

動作を用いた跳躍の中で最も低い値を示した

が、跳騒高では0.661mと8種類の跳躍の中で

は4番目である。このことから、跳騒8は挑躍

3と同じような特徴を有し、運動量の発生では

小さな力しか生み出していないが、運動成果の

面では比較的高い成果を生み出す跳臨であると

いえる。

2.各跳躍と仕事量について

反動動作を用いるとパフォーマンスが大きし

また同じ仕事をするにしても楽にできる。これは

反動動作によって筋の弾性としての働き(弾性エ

ネルギー)が高まった結果であるといわれ、反動

によって生じた筋の弾性エネルギーによる伸張効

果は仕事量の増大や効率化にも貢献している7)と

いわれる。そこで、腕振込動作の違いによる反動

効果は各跳踏の仕事量にどのような影響を与えて

いるのかみてみる。

表4 各挑脇における仕事量について

戸、z;正の仕事量 負の仕事量 量正。~rrの土F負比
(1) (1) 

跳蹄 1
X 570.21 -229.73 

2.48 
SD 58.34 44.35 

跳踊 2
X 619.81 -217.46 

2.85 
SD 72.36 57.54 

跳臨 3
X 648.42 -209.12 

3.10 
SD 63.69 44.33 

跳蹴 4
X 643.61 -237.16 

SD 45.24 34.06 
2.71 

挑踊 5
X 662.47 -220.87 

3.00 
SD 56.37 48.52 

跳踊 6
X 633.03 -227.21 

2.79 
SD 58.20 41.54 

跳路 7
X 628.27 -200.14 

3.14 
SD 69.36 43.57 

跳脇 8
X 690.26 -270.48 

SD 25.69 44.50 
2.55 
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表 4は各銚踏における正の仕事量と負の仕事量

の平均値と標準偏差及ぴ負の仕事量に対する正の

仕事量の比を表したものである。

まず、表3でみられたように跳路高が比較的低

かった挑路2、挑路4、跳路6についてみると、

それぞれ正の仕事盤や負の仕事量の大きさに違い

がみられるが、正/負の仕事量の比については挑

臨 2が2.85、跳蹄4が2.71、跳路 6が2.79と小さ

く、負の仕事量に対し正の仕事量が小さくなって

いる。このことは、負の仕事量では筋の弾性エネ

ルギーの蓄積が、正の仕事量では弾性エネルギー

の再利用が行われ、負の仕事量の約60%が弾性エ

ネルギーとして蓄積され、それがすべて利用され

たと仮定して、抑性エネルギーの正の仕事量の貢

献は約30-80%であるといわれており?また、

Bosco
5
)らは反動効果が顕著な切り返しの素早い

パリスティックなDJでは効率よく抑性エネル

ギーが再利用され、逆に踏切時間の長いDJでは

蓄積された弾性エネルギーが熱に変わったのでは

ないかと考察しており、跳蹄2，4， 6では反動

跳躍8については正/負の仕事量の比が2.55と

小さいが正の仕事量690.26J、負の仕事量ー270.48

Jとどちらの仕事量も 8種類の挑躍の中では最も

大きく、跳臆高も0.66mと3番目に高い値である。

このことから、挑踊8では他の跳躍に比べ、より

大きな弾性エネルギーが生み出され、それが跳脇

高に影響を与えたのではないかと考えられる。

3.跳躍高と各項目聞の相関関係について

表5は各跳躍における跳路高と最大パワー、最

大垂直分力、最大速度、正・負の仕事量との聞の

相関係数とその説明率を示したものである。

まず、蹴高と駄速度の関係については、 Haygi

が身体各部の水平・垂直平均速度と跳蹴高との聞

に有意な相関関係、がみられることを指摘している

が、本実験においても有意性のあるかなり高い相

関関係が認められた。次に、挑臆高と最大パワー

との関係は跳躍 2，4， 5， 6， 7との聞に有意

性のある高い相闘が認められた。しかし、銚路高

と最大垂直分力との聞には本実験からは高い相関

は認められなかった。また、跳臆8については正・

効果によって蓄積され
表5 各挑腿における跳躍高と各項目間の相関関係について

た弾性エネルギーが効

率よく再利用されなか

かったため、跳路高が

大きくならなかったと

考えられる。

それに比べ、跳掘高

が比較的高かった跳路

上 跳路 5、跳脇 7で

は、正/負の仕事量の

比が跳縮 3で3.10、跳

路 5で3.00、跳脇 7で

3.14と跳路 2，4， 6 

と比べ大きく、負の仕

事量に対する正の仕事

量が大きくなってお

り、反動効果による弾

性エネルギーが比較的

効率よく利用されたも

のと考えられる。

雇ヨ下卜~夏空 最大パワー 最大垂直分力 最大速度 正の仕事量 負の仕事量

相関関係 0.56 ** 0.58 ** 0.88 ** 0.53 ** 0.43 ** 挑臨1
説明率 31.693 33.957 78.973 28.515 18.564 

相関関係 0.89 ** 0.66 ** 0.94 ** 0.59 ** 0.71 ** 挑路2
説明率 80.803 44.297 89.149 35.281 51.693 

相関関係 0.37 ** 0.15 0.72 ** 0.18 0.47 ** 跳路3
説明率 13.778 2.317 52.513 3.559 22.316 

相関関係 0.74 ** 0.35 * 0.96 ** 0.51 ** 0.61 ** 跳路4
説明率 55.706 12.506 93.688 25.823 37.385 

相関関係 0.74 ** 0.49 ** 0.95 ** 0.44 ** 0.75 ** 跳蹄5
説明率 55.774 24.169 91.332 20.133 57.058 

相関関係 0.93 ** 0.67 ** 0.97 ** 0.66 ** 0.74 ** 跳師6
説明率 87.424 45.781 95.078 44.681 55.847 

相関関係 0.85 ** 0.26 0.93 ** 0.59 ** 0.28 
跳蹄7

説明率 72.142 7.241 86.525 35.068 8.021 

相関関係 0.41 ** 0.23 0.83 ** 0.75 ** 0.83 ** 跳路8
説明率 16.736 5.499 69.508 56.149 69.463 

注 1)表中の**は 1%水準で、*は 5%水準で有意性がある事を示している。
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負の仕事量との聞に有意性の高い相闘が認められ

た。

以上のことから、各跳躍において挑縮高を大き

くするためには、人体重心移動速度を高めるよう

な身体の使い方を考える必要がある。また、跳蹴

8のように腕を横に聞く腕の振込方では大きな弾

性エネルギーを生み出し、それを効率よく使う身

体の使い方を考える必要があるといえる。

4.各跳躍における最大パワー時・最大垂直分力

時について

跳脇高の増大のためには有効な動作でもタイミ

ングが伴わなければ意味がなく、パフォーマンス

を向上させるためには動作のタイミングが大切で

ある。そこで、本研究で対象とした各跳路におい

て腕振込動作によって生み出された最大垂直分力

のピーク時及ぴ最大パワーのピーク時がいつ現れ

るのかみてみる。

表 6 各跳躍が踏切動作に要した時間と最大垂直分
力及び最大パワーの出現時について

N 
踏切動作に

最力かで大出のら{量現離時秒時床[間) 在分聞ま
故現床間大時まパかでのワら離時ー

要した時間

(秒) (秒)

X 0.920 0.178 0.059 
跳路 l

S 0.1770 0.0815 0.0125 

X 0.915 0.171 0.061 
跳躍2

S 0.1490 0.0580 0.0076 

X 0.993 0.132 0.058 
跳騒3

S 0.1520 0.0602 0.0076 

X 0.917 0.166 0.061 
跳躍4

S 0.0970 0.0065 0.0069 

X 0.947 0.130 0.062 
跳躍5

S 0.1230 0.0697 0.0144 

X 1.198 0.146 0.062 
跳路6

D 0.1640 0.0581 0.0078 

X 0.911 0.132 0.063 
跳鼠7

S 0.0930 0.0530 0.0074 

X 0.994 0.228 0.062 
跳鼠8

S 0.1440 0.1085 0.0065 

表 6は各跳躍における踏切に要した時間と最大

垂直分力、最大パワーのピーク時を表したもので

ある。

まず、最大パワーのピーク時はすべての跳躍で

ほぼ0.06秒前後にみられ、ほぽ離床直前に最大パ

ワーが生み出されているといえる。次に、最大垂

直分力のピーク時についてみると、挑躍 5が0.13

秒、跳臨 3と跳脇 7は0.132秒で、次いで跳脇 6

く跳躍4く挑躍2く挑顕 1く跳路8のI1債で時聞が

大きくなり、これは各跳脇における跳躍高の順序

とほぼ一致する結果が得られた。

IV.要約

垂直跳の踏切局面における腕振込動作を限定

し、各々の跳躍における力学的パワーや仕事量を

算出し、各跳躍の運動特性を検討してきたが、要

約すると以下の通りである。

1.本実験で対象とした腕振込動作を用いたすべ

ての跳路に反動効果がみられ、跳服高で約30%

前後、最大速度で約37%前後の伸ぴがみられた。

2.跳脇工跳臨5、挑脇 7では負の仕事量に対

する正の仕事量が大きくなる傾向がみられ、銚

限 2、跳躍 4、跳服6では逆の傾向がみられた。

3.各跳服における跳畷高は最大速度と高い相関

がみられた。
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また、スポー Yマンに限らず、健康増

進のために運動をしている方やリハビリ

テーシ ヨ/にも過しています。

からだに無理のない、自分に適した運

動量が計れます。

製造 ポーラエレクト口社製(フィンラノド)/吊腿番号2日輪第649号
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〒140東京都品川区東品川1-2-5東信王王洲ピル4F/TEし凶(3)40)3413

連続的に血圧をflUiE。

フイナプレス
ーーーーーー・t"~1・M・-ーーーーー

医ゆ周.承出" 1‘lB '~ ~~l9‘2

フィナフ。レス{止オンロメトリ γグ4去て'1主従

米できなかったJI観血血圧のリアルタ

イム波形が指先で簡単に測定できる

まった〈新u、j1!続臥圧モニタてt

.指に小さなカフを装置するだけτ:
血圧値とデジタル債を褒示。.ハトレ トや血圧値の宜化がー

自でわかるトレンドゲラフ令同時袈

方=。
-セルフチェックや測定・校正の自

動制御により、操作は簡単。
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日 本陸上競技 連 盟 検 定 品
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日本公園施設協会加盟工場
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遊戯器具マット
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編 集 後 記

事務局を引き継ぎ、 2年目を迎えました。昨年は発行が大きく遅れ、会員の

皆様に大変ご迷惑をおかけしました。

今回は予定通りの発行ができ、一安心をしております。しかし原著論文がな

く、すべて研究資料になったことはいささか残念なことで、すo

本誌が会員の情報交換の場として、また時代の諸課題解決に向けての提供の

場としての機能を益々高めることを念願してやみません。

会員の皆様の多くの寄稿を期待します。(平成4年4月 西本 記)
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