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1.緒言 

幼児期は、様々な運動能力が発達する時期であ

る。なかでも、疾走能力は基本的な能力のひとつ

として誰でも身につき発達するが、4歳程度から疾

走速度に差が生じている。幼児期の疾走能力に関

する報告は多く、フォーム分析、筋力との関連性

などの観点から研究が進められてきた。一方、近

年、トレーニング法の領域において SAQトレーニ
ングという新しい体力要素の枠組みが提唱されて

いる。SAQは、Speed（スピード）・Agility（調整
力）・Quickness（瞬発力） の 3 要素で構成され、
あらゆるスポーツパフォーマンスに必要な能力と

されている 1)。したがって、幼児期の運動能力につ

いて、SAQ の概念に基づいて再検討する必要があ
ると思われる。また、幼児期の調整力の捉え方は

多様であるが、本研究では、石河らの定義 2)を参考

にし動的調整力として捉えた。 

幼児期の運動能力には、身体特性や生活環境条

件などとの関連が高い 3)ことが指摘されているが、

疾走速度に限定した関連性について因果関係を明

確にしているものは少ない。 

以上の観点から、幼児の疾走速度（Speed）と動
的調整力（Agility）・瞬発力（Quickness）との関
連、また、身体特性や幼児の日常生活環境諸条件

が疾走速度に及ぼす影響について、因果モデルを

作成し検討することを目的とした。 

 

2.研究方法 

2-1 対象及び測定・調査期間 

 対象は、福島県私立 I 幼稚園の年中児（男児 62

名・女児 46 名）、年長児（男児 47 名・女児 54 名）

計 209 名とその保護者とした。対象児の運動能力

の測定とともに、その保護者に対して質問紙調査

を行った。測定、調査は 2004 年 12 月に実施した。 

2-2 測定・調査方法 

 身体特性・運動能力の指標は以下の項目とした。

身体特性は身長・体重を測定し、これからカウプ

指数（体重（g）／身長(cm)２×10）を算出した。
疾走速度(Speed)の指標としては、25ｍの全力疾走
タイムを測定した。動的調整力(Agility)の測定項目
として、8 の字走・跳び越しくぐり、瞬発力

(Quickness)として、立ち幅跳び・両足連続跳びを設
定した。調査項目は、①生育歴、②生活環境、③

身体活動状況、④親の養育態度やスポーツ歴とし

た。有効回答率は 204 件（97.6％）であった。 

2-3 分析方法 

統計解析は、まず、性別・学年別に平均値と標

準偏差を求め、各群の差についてt検定を行った。

その後、身体特性・運動能力測定の項目について

相関係数を算出した。また、運動能力要素の関連

については偏相関係数を算出した。次に、疾走速

度と関連する要因を探るため、測定項目と調査項

目による共分散構造分析を行った。全ての観測変

数には年齢の影響を取り除いた値を用いた。有意

水準は 5％とした。 

 

3.結果 

3-1 身体特性・運動能力の平均値と標準偏差 

年中・年長児で比較すると、出生時の身長・出

生時の体重・歩行開始月齢 3 項目を除く 9 項目間
において有意な差が認められた。この結果、幼児

の発育・運動能力発達状況は月齢によって異なる

ことが示された。 
年中・年長児別に男女で比較すると、年中児で

は、出生時の身長・身長・体重・25m 走・8の字走・

立ち幅跳びの 6 項目間で有意な差が認められた。

年長児では、出生時の身長・出生時の体重・25m 走・

8の字走・立ち幅跳びの 5項目間で男児が高い値を

示し、有意な差が認められた。年中児の両足連続

跳び、年中・年長児の跳び越しくぐりにおいては、

男児の記録が女児よりも良い記録であったが、男

女間に有意な差は認められなかった。 

 

3-2 性別・学年別にみた運動能力の関連 

 25m 走との関連をみるために年齢の影響を除外

した偏相関係数を算出した。まず、男児について

みると、年中児では 8の字走（r=0.554）で、年長

児では立ち幅跳び（ｒ=-0.701）で最も強い相関が

みられた。次に、女児では、年中児では立ち幅跳

び（ｒ=-0.455）で、年長児では両足連続とび（ｒ

=0.496）で最も強い相関がみられた。 

 

3-3 疾走速度と生活諸条件との関連 

9 潜在変数と 20 観測変数（項目）よりなる多重

指標モデルを作成し（図 1）、共分散構造分析を行

った．用いたモデルの潜在変数と観測変数は表 1

に示した。全ての変数には年齢の影響を除外した

値を使用した。  

 疾走速度に対する潜在変数間の直接効果は、親

の意識が最も高く因果係数 0.61 を示した．次に高

い値を示したのは、身体特性で-0.31 であった．以

下、遊びの状況は 0.28、歩行開始月齢 0.22、性別

0.18 であった。  

 

4.考察 

男女別の疾走速度と動的調整力・瞬発力との関
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連では、男児と女児では異なった傾向にあった。

年中男児では 8 の字走で、年長男児では立ち幅跳

びで強い相関がみられたが、女児では、男児のよ

うな関係はみられなかった。中村ら 4)は、筋力は加

齢と共に顕著に発達し、加齢に伴い運動能力に対

し瞬発筋力の要素の貢献が大きくなること、また、

4～6 歳の女児の運動能力には、体格及び静的な筋

力の関与が大きいことを報告している。これらの

報告を参考にすると、本研究の年中・年長男児に

おける関与の違いは、加齢に伴う筋力の発達によ

るものと考えられ、この時期は疾走速度と動的調

整力及び瞬発力との関連性が変化する時期にある

と推測される。女児においては、中村らの報告と

同様に体格や静的な筋力の要素が強く関連してい

るとも考えられる。これらの結果から、幼児期に

おいて SAQトレーニング理論に基づくスポーツや
運動指導などを行う場合、年齢における関連要素

の違いや性差を考慮した上で、実践していく必要

があることが示唆された。また、幼児期の SAQの
能力には、筋持久力など他の要因も関連している

と考えられるので、予想される要因との関連を詳

細に検討していく必要があると思われる。          

疾走速度に対する潜在変数間の因果関係をみて

いくと、総合効果は運動に対する親の意識が最も

強い影響を示した。これより、疾走速度が速い傾

向にある子どもの親は、「自分の子どもは運動不足

ではない」「自分の子どもは運動神経が優れてい

る」「外遊びは必要である」などと認識しているこ

とが示唆された。遊びの状況については松浦ら 3)

が、遊びの人数、動的な遊びが多い子などは、日

常の身体活動量が増加し運動能力が高くなると報

告している。本研究では、動的な遊びが多く、遊

び相手の人数が多い子、外遊びの時間が長い子に

おいて疾走速度が速い傾向にあり、先行研究を支

持する結果であった。疾走速度への間接効果では、

親の運動能力・運動習慣が最も高い値を示し、「運

動に対する親の意識」や「遊びの状況を」介して

疾走速度に影響を与えていた。これより、親の運

動能力や運動習慣が、子どもの運動に対する親の

意識を高め、子どもの遊びの状況をより活動的に

し、疾走速度を始めとする運動能力に影響を与え

ると推察される。これらのことから、親が運動遊

びなどの意義を認識し、子どもの遊びの環境や運

動をより充実させるための親の働きがけも大切で

はないかと考える。 
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表 1 潜在変数と観測変数の内容 
ξ1： 性別 η3： 身体特性

　x2：性別 　x5：カウプ指数

ξ2： 親の運動能力・運動習慣 　x6：身長
　ｘ18：かけっこの成績 η4： 歩行開始月齢
　ｘ19：過去の運動習慣 　x7：歩行開始月齢
　ｘ20：運動への好意度 η5： 遊びの状況

ξ3： 家族の人数 　x8：遊びの種類
　x16：兄弟数 　x9：遊びの人数
　x17：家族数 　x10：外遊びの時間

η1： 疾走速度 η6： 運動に対する親の意識
　x1：25m走 　x11：外遊びの必要性

η2： 出生時の身体特性 　x12：運動遊びの不足感
　ｘ3：出生時体重 　x13：運動能力への認識
　ｘ4：出生時身長 　x14：運動の必要性

　x15：スポーツでの期待  
 

 

 

 

図 1 幼児の疾走速度に関する要因 

 

 


