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1. 緒言 

近年日本において児童の体力低下が問題視され

ている。新体力テスト実施後の 12 年間の合計点の

年次推移をみると小学生高学年以上の年代では、

緩やかな向上傾向を示しているが、小学校低学年

では向上傾向はみられない。また、体力水準が高

かった昭和 60 年ごろと比較すると、現在の児童の

体力は低い状況となっている。さらに、6 歳の子ど

もの平均身長、平均体重は昭和から平成にかけて

増加する傾向にある。このことからも体格の変化

は児童の運動能力の変化に影響を与えていると考

えられる。また、幼少期は体格の形成を含め、神

経機能の発達が顕著な時期であり運動スキルを向

上させるベストな時期といえる 1）。これまでの研究

で、基本的な運動スキルを習得することは身体能

力を向上させる影響を持つことがわかってきた 2）。

つまり、幼少期に児童の体力に影響を与える要因

として体格や運動スキルの習得状況が影響してい

ると考えられる。そこで本研究では幼児期の子ど

もの体格、体力、運動スキルの関係性について明

らかにすることを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

対象者は茨城県、千葉県、東京都の小学 1 年生、

男子 64 名、女子 19 名の合計 83 名である。 

2-2 調査項目 

 体力項目として、最大酸素摂取量と文部科学省

新体力テストを実施した。最大酸素摂取量は、ト

レッドミルを用いた漸増負荷試験でデータを収集

した。呼気ガスの分析には呼気ガス分析器（ミナ

ト科学、エアロモニタ AE-310S）を用いた。 

文部科学省新体力テストは、握力、上体起こし、

長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、ソフトボ

ール投げの 6 種目を実施した。 

骨密度は DEXA 法（二重エネルギーX 線吸収測

定法）を用いて計測をおこなった。 

運動スキルテストには身体移動運動（ロコモー

タースキル）6 種目、用具操作運動（オブジェクト

コントロールスキル）6 種目で構成されている

TGMD-2 を用いた（図 1）。TGMD-2 では各運動テ

ストを 2 回実施し、評価基準に基づいて評価基準

を満たしていれば 1 点、満たしていなければ 0 点

をつけ、合計得点を算出した。 

 

身体移動運動スキル 用具操作運動スキル
(ロコモーター) （オブジェクトコントロール）

・25m走 ・静止したボールを打つ

・ギャロップ ・玉つき

・ホップ ・ボールを捕る

・リープ ・ボールを蹴る

・立ち幅跳び ・上手投げ

・サイドステップ ・下手投げ  
図 1  TGMD-2の実施種目 

2-3 分析方法 

 TGMD-2 の評価基準をもとに、ビデオカメラに

より撮影した全被験者の走、跳、および投動作を

得点化し、運動スキルの習得度を判定した。また、

体力と運動スキル、体格と運動スキルの相関係数

を算出するために Spearman の順位相関分析を行っ

た。さらに、体格と各体力の相関係数を算出する

ためにPearsonの積率相関分析を行った。分析には、

統計ソフト JMP8.0 を用いた。有意水準は 5％とし

た。 

 

3. 結果と考察 

3-1 小学 1年生の運動スキルの習得状況について 

 本研究に参加した被験者の運動スキルの習得率

（合計得点÷満点×100）は、男子では上手投げ、下

手投げの 2項目以外で習得率が 70%以上であった。

一方女子では打つ、玉つき、上手投げ、オブジェ

クトコントロール総合得点の 4 項目で習得率が

60%に満たなかった（図 2）。 

 
 

図 2 男女別運動スキルの習得率 

 

3-2 BMIと運動スキルの関係 

 BMI と運動スキルでは 6 つの項目で負の相関関

係があった（表 1）。その内 4 項目がロコモーター

系のスキルであった。今回の調査で BMI が高い子

どもはロコモーター系スキルの習得をより苦手と

していることが明らかとなった。 

 

表 1 BMIと運動スキルの相関関係 

運動スキル得点

走るスキル合計 -0.39 **

ホップスキル合計 -0.26 *
立ち幅跳びスキル合計 -0.22 *
蹴るスキル合計 -0.28 *
ロコモータースキル合計 -0.35 **
オブジェクトコントロールスキル合計 -0.28 **

**：P<0.01，*：P<0.05

順位相関係数

 



3-3 体力と運動スキルの関係 

 体力と運動スキルの関係を表 2 に示した。ロコ

モータースキルの合計得点と体力の関係では 6 つ 

の体力項目で有意な相関関係があった。また、オ

ブジェクトコントロールスキルと体力では、握力、

長座体前屈を除くすべての項目において有意な相

関関係が見られた。また、ロコモータースキル、

オブジェクトコントロールスキルともに VO2max

と有意な関係があったが、オブジェクトコントロ

ールスキルの方がより高い相関係数となった。用

具操作系の基本的なスキルはその後バスケットボ

ールやサッカー、野球などのチームスポーツに応

用されることが考えられる。浅井 3)は子どもの遊び

仲間の人数について、調整力の上位群では 4.99 人

に対して、下位群では 2.98 人と少なく、有意な違

い（P<0.001）があることを報告している。つまり、

用具操作系のスキルを習得することは、遊び仲間

を増やす一つのきっかけとなり、友達と遊ぶ機会

が増えることにより身体活動量が増加し、体力の

向上に繋がったと推察される。しかしながら、今

回の調査では身体活動量の計測を行うことができ

なかったため、推察の域を出ることは難しいと考

えられる。今後は、加速度計を用いて身体活動量

を評価し、身体活動量が体力や運動スキルに与え

る影響について明らかにする必要があると考えら

れる。 

 

3-4 体格と体力の関係 

 体格と体力の関係を表 3 に示した。身長と体力

には有意な差はみられなかった。体重と体力の関

係では握力と上手投げでそれぞれ正の相関関係と

なった。BMI と体力の関係では 7 つの項目で有意

な関係性があり、その中でも VO2max と立ち幅跳

びで中程度の負の相関関係が明らかになった。こ

の結果は BMI が運動スキルの習得だけでなく、体

力の向上にも直接悪影響をもたらしていることを 

しめしている。一方でオブジェクトコントロール

スキルの習得には影響が少ないことが明らかにな

った。これらの結果から、体力を向上させるため

に基本的な運動スキルを習得する事は、有効な手

段の一つだといえる。また、BMI の高い児童には

ロコモータースキルの習得に力を入れることで、

各体力の向上に結び付けることができると考えら

れる。 

 

4．まとめ 

 本研究では、小学校 1 年生における体格、運動

スキル、体力の関係について検討を行った。その

結果以下のことが明らかになった。 

1) 体格と運動スキルの関係では太っている子ど

もは運動スキルが低かった。 

2) 体力と運動スキルの関係では、両者間に中程度

の相関関係があった。 

3) 体格と体力の関係性では太っている子どもほ

ど体力が低かった。 
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表 2 体力と運動スキルの関係 

骨密度 0.17 0.22 *

握力 0.19 0.08
長座体前屈 0.18 -0.16
反復横跳び 0.12 0.42 **
上体起こし 0.21 0.24 *

V02max 0.29 ** 0.48 **

25m走 -0.36 ** -0.38 **

ホップ右脚 -0.35 ** -0.39 **

ホップ左脚 -0.32 ** -0.35 **
立ち幅跳び 0.51 ** 0.38 **
蹴る 0.28 * 0.64 **

上手投げ 0.20 0.60 **

**：P<0.01，*：P<0.05

ロコモータースキル オブジェクトコントロールスキル

順位相関係数 順位相関係数

 
 

 

 

 

 

 

表 3 体格と体力の関係 

身長

相関係数

握力 0.20 0.30 ** -0.13

長座体前屈 0.14 0.10 0.07

反復横跳び -0.11 -0.06 -0.32 **

上体起こし 0.07 0.10 -0.20

VO2max 0.04 -0.15 -0.45 **

25m走 -0.13 -0.08 0.31 **

ホップ（右足） -0.09 -0.03 0.36 **

ホップ（左脚） -0.07 0.01 0.25 *

立ち幅跳び 0.00 -0.13 -0.46 **

蹴る 0.16 0.16 -0.19

上手投げ 0.21 0.22 * -0.34 **

BMI体重

**：P<0.01，*：P <0.05

相関係数 相関係数


