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1．緒言 
日本では、4月 2日が学年の切り替え日となって

おり、同一学年内である 4月 1日生まれとは約 1年
の差が存在する。そのため学年の前半に生まれた子
どもは、後半に生まれた子どもに比べて学力や運動
能力に優れる傾向にあり、これを相対的年齢効果と
いう。先行研究 1)2)によると国内外を問わず、プロ
スポーツ選手は学年の前半生まれが多い傾向にあ
ること、また学校における科目の中でも体育は特に
相対的年齢効果の影響を受けるという。川口・森 3)

によると学力においても最終学歴の違いにまで持
ち越されると述べている。また、性格的にも学年の
前半生まれに比べて後半生まれは消極的であると
いい 4)、相対的年齢効果は心理的側面にも影響を及
ぼしている。これは成長の差が顕著である幼少期に
経験したうまくできないことに対しての劣等感、ま
たその当時に受けた他者からの評価によって苦手
意識を持ってしまうことが関係している。 

一方で、文部科学省 5)によると、運動・スポーツ
の実施頻度が高いほど体力水準が高いという関係
は全年齢によって認められている。子どもの頃から
体力をつけることは現在また将来の健康に関わる
だけでなく、子どもの頃の運動習慣は大人になって
からも持ち越されることが報告されており、体力の
確保、運動習慣の確保が重要視されている。 

児童期の体力・運動能力が相対的年齢効果によっ
て差が生じるのであれば、日頃の身体活動量でその
差を補うことができると考えられる。先行研究 6)

によると、運動習慣やスポーツクラブ活動の身体活
動量に焦点を当てているが、小学生にとって 1日の
大半を学校で過ごすことを踏まえると、休み時間の
遊び・運動の強度や頻度も考慮する必要がある。休
み時間は自分の意志を持って過ごし方を決められ
る唯一の時間であることから、その休み時間に自ら
体を動かし外や体育館で遊ぶことは大きな意味を
持つと考えられる。 

そこで本研究では、相対的年齢効果と身体活動量
のどちらが体力・運動能力に強く影響しているかと
いうことを学年ごとに分析し、それぞれの特徴につ
いて考察していくことを目的とする。 
 
2．研究方法 

2-1 対象 
茨城県内 4つの小学校 1268名が対象となった。

その中で体力テストデータと質問紙の両方を回収
できた小学 1年生 146人、小学 2年生 154人、小学
3年生 192人、小学 4年生 229人、小学 5年生 222

人、小学 6年生 224人を本研究の対象人数とした。 

2-2 調査項目 

2-2-1 誕生月日 
対象者の誕生月日は体力テストデータ、質問紙で

調査した。 
2-2-2 体力テストデータ 
 各学校で実施された文部科学省新体力テストデ
ータ（握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、
20mシャトルラン、50m走、立ち幅跳び、ソフトボ
ール投げ）を収集した。 

2-2-3 身体活動調査 

 学校内で中休み、昼休みでそれぞれ 1週間に外ま
たは体育館で遊ぶ頻度とその遊び・運動の強度、ま
た学校外でのスポーツクラブでの活動頻度、強度に 

ついて選択回答式の質問紙調査を行った。小学 1、
2年生については保護者に依頼し、聞き取り調査を
行った。小学 3年生以上については自己記入である。 
2-3 統計処理 
 1週間の身体活動量を見積もるために国際標準
化身体活動質問紙日本語版尺度 7)を参考とした。強
度については、「遊び・運動でどのくらい汗をかき、
息があがるか」を選択回答式質問紙にて 3段階に区
分し、8METs、4METs、2METs と置き換えた。休
み時間に外や体育館で遊ぶ日数は、4段階の「いつ
も遊ぶ（週 4日以上）」、「まあまあ遊ぶ（週 3日
以上）」、「あまり遊ばない（週 2日以上）」、「遊
ばない（週 1日）」と区分した。また、クラブ活動
の活動頻度も 4段階の「週 4日以上」を週 4日、「週
2-3日」を週 2.5 日、「週 1日」を週 1日、「取り
組んでいない」を週 0日と区分した。休み時間、ク
ラブ活動の頻度と強度を掛け、1週間の総 METsを
算出した。 
体力・運動能力と相対的年齢効果、身体活動量の

それぞれの関係性について Pearsonの相関分析を用
いた。なお、統計ソフトは JMP8.0(SAS Institute, 

Tokyo,Japan)を用い、有意水準は 5%未満とした。 
 
3．結果と考察 

 男子において握力では、相対的年齢効果では小学
1、2、3、4年生で有意な相関が見られ、身体活動
量では全学年で有意な相関は見られなかった（図 1）。
女子においては、相対的年齢効果では小学 1、4、5、
6年生、身体活動量では小学 3年生で有意な相関が
見られた（図 2）。 

 握力では、男女とも相対的年齢効果の影響が強く
見られた。体が大きい子どもほど筋力があり、結果
として大きな力を発揮できたと考えられる。先行研
究 8)でも体重が重い子どもの方が、握力が強い傾向
にあると報告されており、その結果と一致した。一
方で女子では、男子に比べて思春期のピークが 10

歳頃と早く始まり、早相対的年齢効果による体格差
よりも第 2次性徴期による変化が、より大きな差と
して出現することが分かる。 
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図 1 男子の各学年における握力の比較 
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図 2 女子における各学年の握力の比較 

 
男子において 20mシャトルランでは、相対的年

齢効果では小学 6年生、身体活動量では小学 3、4、
5、6年生で有意な相関が見られた。（図 3）女子に
おいては、相対的年齢効果では有意な相関が見られ
ず、身体活動量では小学 2、3、5年生で有意な相関
が見られた。（図 4） 
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図 3 男子の各学年における 
20mシャトルランの比較 
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図 4 女子の各学年における 
20mシャトルランの比較 

 
多くの体力・運動能力は、身体活動量がより強く

関係していることが示された。一方で、相対的年齢
効果が強く影響していたのは、男子では握力、女子
では握力、長座体前屈、50m走であった。女子に比
べて、特に男子で身体活動量がより強く影響された
のは、男子の遊びやクラブ活動の内容が女子よりも
切り返し動作を含めた走る運動が多く見られたこ
とが関係していると考えられる。性差が生じる起因
として、先行研究 9)でも男子は広いスペースと使い
ながら、大人数で球技などの競争的スポーツを好む
のに対し、女子は狭いスペースで、少人数でおしゃ
べりや縄跳びなどの活動を好む傾向にあることが
報告されている。 
また、女子の 50m走を除いて、体力・運動能力

の中でも走能力は身体活動量が相対的年齢効果に
比べて、ほぼ全学年において強く影響していた。児

童期においては走ることが得意であるほど、運動有
能感が高まり、速く走ることのできる子ほど運動が
できる子であると自他ともにイメージされやすい
10)。運動有能感を高めることは、運動に対して積極
的に影響するため、より活発に遊びや運動を行うこ
とで走能力を高めることは、成長や発達によって出
現するかもしれない体力・運動能力の差を埋めるた
めの 1つの要因になり得ることが推察される。また、
山下らによると学校で取り組んだ体力向上の取り
組みを通して、走能力は他の運動スキルに比べて高
めることが容易だったと報告している。つまり児童
期の遊びや運動を通して、走能力を高め、また様々
な運動を経験し、運動スキルの獲得に努めることが、
体力向上に影響を及ぼすと考えられる。 
 
4．まとめ 
本研究は、相対的年齢効果と身体活動量のどちら

が児童期の体力・運動能力に強く影響しているか、
学年ごとに区分して考察することを目的とし、以下
の結果が得られた。 

 相対的年齢効果は体格差が関係する握力のような
体力・運動能力において強く影響する。 

 特に男子では身体活動量が体力・運動能力に強く
影響する。 
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