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1．緒言 
 平成 20年 9月に小学校学習指導要領が改訂され、
授業の成果がますます期待されるようになってい
る。とりわけ、器械運動は、運動が「できる」と「で
きない」が明確に分かれてしまうことが多い。小学
校学習指導要領解説（2008）に様々な運動例が明記
されているが、中でも「倒立」は子ども達にとって
難しい運動であると考えられ、教師には運動構造の
十分な理解が求められる。 
 倒立の指導法に関する研究はこれまでにも数多
くなされてきた。高橋ら（1999）は専門的な視点か
ら倒立位の習得に関する研究を行っており、適切な
肩角度によるバランス感覚の重要性を明らかにし
ている。また、中島ら（1991）は学校体育の立場か
ら、腕支持感覚・逆さ姿勢でのバランス感覚・適切
な肩角度・逆さ姿勢で腰を反らさないこと等が重要
であると指摘している。これらを指導するに当たっ
ては、子ども達に十分な能力が備わっていないと
「倒立」を達成させることは難しい。そのため、よ
り易しい課題を提示し、徐々に運動の難易度を高め
ていくことが望ましいと考えられる。ある運動に対
する比較的易しい類似の運動のことを運動アナロ
ゴンというが、例えば細越ら（1999）は開脚跳びの
運動アナロゴンを明らかにする研究を行っている。
この研究では、「タイヤ跳び」や「跳び出し」がで
きることが開脚跳びの達成度に影響を及ぼしてい
ることが明らかにされている。 
 これまでも、運動アナロゴンの研究はなされてき
が、「倒立」において、どのような運動を提示する
ことが効果的であるかを明らかにした研究は見受
けられない。 

そこで本研究では、学校体育で多くの子ども達が
学習する「倒立」を対象に、この運動に関係が強い
と予測できる運動アナロゴンを仮説的に取り上げ、
「倒立」の達成度と仮説的に設定した運動アナロゴ
ンの達成度との関係を調査分析し、両者の類似性に
ついて検討することを目的とする。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 

 2009 年 11 月中旬から 12 月下旬にかけて茨城大
学の学生、男子 14 名、女子 8 名の計 22 名に同意を
得て、調査を行った。研究協力者の多くは現在運動
部に所属しており、器械運動を得意としている学生
は 4 名であった。 
2-2 調査方法 
2-2-1 観察カテゴリーの作成 
 本研究では、学習指導要領解説に記載されている
運動と中島らが指摘している「倒立」に必要とされ
る運動感覚を参考に、「壁倒立」、「三点倒立」、
「補助倒立」、「壁登り倒立」、「足打ち」、「側
方倒立回転」、「人間コンパス」の 7 つの運動を倒
立につながる運動アナロゴンとして設定した。作成
に当たっては各運動に評価観点を設けた。「壁倒立」、
「補助倒立」の運動では、保持時間や脚の振り上げ
速度といった観点を、「側方倒立回転」では、着手
と着地が一直線上にあるかといった点を評価の観
点とした。また、評価観点ごとに達成できた場合 1
点を付し、各々の達成度を運動ごとに合計得点で評

価した。（例えば「壁倒立」は評価観点が 12 項目
あるため最高得点が 12 点となる。） 
2-2-2 各運動における達成度の調査方法 
 調査は茨城大学の小体育館で実施した。調査を行
う際、被験者には調査項目の運動について調査者が
演示を交えて説明した後に、被験者による試技を行
わせた。試技は各運動とも原則的に 2 回とし、（「足
打ち」のみ 3 回）、各々の試技で点数の良かった方
の得点を記録した。 
2-3 分析方法 
 本研究では、まず倒立並びに倒立に対する運動ア
ナロゴンとして予想した 7 つの運動それぞれの達
成度を把握するために、すべての運動達成度の実態
を単純集計により分析した。各被験者の達成度は
各々の運動において満点に対する評価得点の割合
として百分率を各運動の評価得点とした。 
 また、倒立と 7つの運動の関係を検討するために、
両者の関係をそれぞれピアソンの積率相関分析を
用いて分析を行った。また、7 つの運動が倒立の達
成にどのような影響力を有しているかを分析する
ために、重回帰分析を行った。 
3．結果と考察 
3-1 倒立と各運動における達成度の実態 
 表 1 は各運動の達成度を示している。表 1 に示し

たとおり、倒立以外の運動はほぼ 7 割以上の達成度

を示している。比較的高い達成度が示された運動は、

「壁登り倒立(82.8%)」「人間コンパス(81.8%)」で

どちらも 8 割以上の達成度であった。反対に比較的

低い達成度が示された運動は「三点倒立(69.1%)」
や「足打ち(69.1%)」であった。 
 これらの結果は、単純に腕支持能力のみが求めら

れやすい運動は達成度が高いのに対して、逆さ姿勢

でのバランス能力が求められる運動は比較的低い

達成度を示す傾向にあることが明らかになった。 
 先行研究において、中島ら（1991）は「倒立」に

必要な点として、4 つの点を挙げている。その中の

腕支持感覚を養う上では、比較的高い達成度を示し

ていた「壁登り倒立」や「人間コンパス」が下位教

材として適していると考えられる。これに対して、 
           表1　運動の達成度

     達成度　ｎ＝22
運動名 M SD
壁倒立 74.3 30.7
三点倒立 69.1 32.8
補助倒立 72.3 28.9
壁登り倒立 82.8 13.3
足打ち 69.1 21.9
側方倒立回転 69.5 33.2
人間コンパス 81.8 22.6
倒立 54.7 25.5  
逆さ姿勢でのバランス感覚を必要とする「三点倒

立」や「足打ち」といった運動の達成度が比較的低

かったことを考えると、逆さ姿勢でのバランス感覚

は腕支持感覚を養うことよりも難しいことが分か

る。しかしながら、本研究において「倒立」の達成

度が 8 つの運動の中で最も低かったことを考慮す

ると、「三点倒立」や「足打ち」といった、逆さ姿
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勢でのバランス感覚が養える運動も「倒立」の下位

教材として位置づく可能性を有していることが明

らかになったと言ってよいと考えられる。 
3-2 倒立と各運動との達成度との関係 
 表 2 は「倒立」と各運動との関係を示している。
表 2 に示した通り、「壁倒立（0.53）」、「補助倒
立（0.63）」、「足打ち（0.66）」が比較的高い相
関を示していることが分かる。「補助倒立」や「壁
倒立」は腕支持感覚を必要とする運動であり、「足
打ち」はそれに加えて、逆さ姿勢でのバランス感覚
を必要とする運動である。これらの運動感覚は、中
島ら（1991）が指摘した「倒立」に必要な運動感覚
の内容と合致する。 
 また、「人間コンパス（0.03）」、「三点倒立（0.22）」、
「壁登り倒立（0.25）」の運動は相関が見られなか
った。この結果は、腕で支持しながら体を動かす、
単に逆さである、といったことは「倒立」と相関が
弱いことを示唆している。 
 以上のような結果は、「倒立」の運動では単に「逆
さの姿勢である」ということよりも、「自らの体を
逆さの状態で腕によってバランスよく保持する」こ
とが重要であることを示唆している。 
表２　倒立と各運動の相関関係
運動名　 P値
壁倒立 0.53*
三点倒立 0.22
補助倒立 0.63**
壁登り倒立 0.25
足打ち 0.66**
側方倒立回転 0.32
人間コンパス 0.03
（*：ｐ＜0.05、**ｐ＜0.01）
n=22  

3-3 倒立の達成度と各運動の達成度との関係 
 表 3 は「倒立」と各運動との関係について重回帰

分析した結果である。表 3 に示した通り、「足打ち」

の運動のみが「倒立」に対して有意に関係している

ことが明らかになった。「足打ち」はピアソンの積

率相関分析においても強い相関を示していたこと

から、「足打ち」のもつ運動特性は「倒立」に通ず

るものがあると考えられる。 
 実験を通して「足打ち」の回数の多い学生は、「倒

立」の姿勢で保持してから「足打ち」を行っていた。

対して「足打ち」の回数の少ない学生は「倒立」の

体勢に入ることができず「足打ち」を多くできない、

という特徴が見られた。これは、身体を保持するこ

とでバランスが取れ安定するため、「足打ち」を多

くできる余裕が生まれるためであると考えられる。

そのため、「倒立」を行う上で重要である「身体を

保持する」といった運動局面を「足打ち」は含んで

いると言える。 
 また、「足打ち」の運動は回数によって難易度が

設定しやすく、回数ができればできるほど「倒立」

の形に近づいたと言えるため、下位教材としても取

り扱いやすく適していると考えられる。 

表3　倒立と各運動の関係
運動名 標準偏回帰 相関係数

係数β γ
壁倒立 0.18 0.53 *
三点倒立 -0.09 0.22
補助倒立 0.29 0.63 **
壁登り倒立 0.28 0.25
足打ち 0.69 *** 0.66 **
側方倒立回転 -0.08 0.32
人間コンパス -0.21 0.03

重相関係数 Ｒ＝　.66***、決定係数　Ｒ2＝　.44
ｎ＝22
*Ｐ＜0.05、**Ｐ＜0.01、***Ｐ＜0.001  
4．まとめ 
本研究では、「倒立」の達成度と仮説的に設定し

た運動アナロゴンの達成度との関係を調査分析し、
両者の類似性について検討することを目的とし、以
下の結果が得られた。 
• 「倒立」を行う上で必要な感覚の中で、本研究で
は「逆さ姿勢を腕で支持し、バランスを保てる感
覚」が重要であることが分かった。 

• 「倒立」が逆さ姿勢で行う運動であるからといっ
て、単に「逆さの姿勢である」ことは、相関が弱
いことを示唆する結果となった。 

• 分析の結果、「足打ち」は相関が高く、規定力も
あったことから、「倒立」に類似する運動アナロ
ゴンであったと言える。 
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