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1．緒言 

文部科学省が行っている体力・運動能力調査によ
ると、子どもの体力・運動能力は、昭和 60年ごろ
を境に現在まで低下傾向が続いている 1)。一方、体
格においては昭和 60年ごろに比べ、大きくなって
いる 2)。体格が大きくなっているにもかかわらず、
体力・運動能力が低下してしまっていることは、体
力の低下がそれだけ深刻なものであるということ
を示しているといえる。 

また、近年では、まっすぐ走ることができない、
スキップができない、リズムをとって身体を動かす
ことができないといった、身体を操作する能力の低
下が指摘されている 3)。体格は大きくなっているが、
自分の身体を上手くコントロールすることができ
なくなってしまっている現状である。近藤の運動技
能獲得段階過程の概念によれば、すべての発達段階
において体力と運動技能は密接にかかわっており、
相互に依存している関係であることがわかる 4)。ま
た、ヒトは生まれたときから神経系の発達が始まっ
ており、幼少期に早くもピークを迎える。これらの
ことから、幼少期での運動介入により、基本的な運
動スキルを身に付けさせることは非常に重要であ
ることが分かる。 

 Loganは、高い身体活動レベルは、基本的な運動
スキルの高さに支えられるものであり、反対に運動
スキルの未習熟な状態が日常の活動性の低さにつ
ながると述べている 5)。つまり、運動スキルを身に
付けていることで、身体活動により積極的に参加す
るようになり、その活動性によって、様々な運動を
経験し、運動スキルがさらに向上するということで
ある。また、勝部と松井は、調整力は幼少期に発達
が顕著であり、適正な運動刺激が必要であると述べ
ている 6)。このことから、運動スキルの発達には、
日常における身体活動の在り方が重要であること
がわかる。 

 これまで、運動スキルと身体活動に関する研究で
は、運動スキルと身体活動量の間に関係性があるこ
とが多く認められている 7,8)。また、運動スキルと
身体活動強度では、中・高強度運動と関係があると
報告している研究もある 9)。しかし、身体活動の量
的指標である歩数や身体活動レベルにのみ着目し
た研究が多く、身体活動強度別に運動スキルとの関
係を検討した研究は少ない。また、これらの研究で
は、基本的な運動スキルの部分的な要素に限定して
しまっている。 

 それに加え、これまでの研究では身体活動を評価
するのに様々な方法が用いられてきた。しかし、子
どもの身体活動が一過性のものであるということ
10)、子どもの身体活動のうち 95％が 15秒未満であ
るということ 11)を考慮すると子どもの身体活動を
評価するには、身体活動をリアルタイムで積算して
いくことのできる加速度計法が最も有効であると
考えられる。 

 そこで、本研究では、身体活動と運動スキルとの
関係について、身体活動の量的および強度的要因に
着目して検討することを目的とした。運動スキルの
評価にはスキルを多面的、総合的に評価することの
できる TGMD-2 を、身体活動の評価には子どもの

身体活動を適切に評価することのできる加速度計
法を用いることとした。身体活動の量および強度と
運動スキルとの関係を明らかにすることで、子ども
の運動スキルや体力の向上、運動習慣の改善に役立
つ、1つのアプローチになると考えられる。 
 
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 242名（男子 149名、女子 93名）である。彼ら
は、学校やスポーツクラブなどを通じて研究参加の
案内を受け取って、参加の申し出があった者であり、
すべて保護者の同意を得ている。 

2-2 測定方法 

2-2-1 身体活動 

身体活動は、被験者に3次元加速度計（Omron 

HJA-350IT）を10日間装着して測定された。加速度

計は、ベルトでウエスト位に固定し、水辺活動や入

浴などの時間を除き、できるだけ多くの時間装着す

るように指示した。身体活動の指標として、1日当

たりの歩数、身体活動レベル（Physical activity level、

PAL）、運動強度別の合計時間などを測定した。個

人の代表値は、小学生の生活行動上の特性から、学

校に行く平日の平均値または、学校に行かない休日

の平均値をそれぞれ代表値として評価した。また、

全日の代表値は1週間の代表値として示すため、平

日の代表値の5日間の積算値と休日の代表値の2日

間の積算値を加えた値を7日で除した値で示した。

データの採用にあたって、平日3日、休日1日以上を

基準とし、これに満たないデータは扱わないものと

した。なお、加速度計の装着時間は1日10時間以上

を基準とした。 

2-2-2 運動スキル 
 運動スキルテストには Test of gross motor skill 

development 2nd edition（TGMD-2）を用いた。
TGMD-2 は、ロコモータースキル（身体移動運動）
6種目（走る、ギャロップ、ホップ、リープ、立ち
幅跳び、サイドステップ）、オブジェクトコントロ
ールスキル（用具操作運動）6種目（打つ、球つき、
捕る、蹴る、投げる、転がす）の計 12種目で構成
されており、それぞれ試技は 2回ずつ行う。スキル
テストの様子をビデオカメラで撮影し、採点基準に
基づいて採点し、合計点を算出する。被験者の試技
が採点基準を満たしている場合には 1点、基準を満
たしていない場合には 0点とする。すべてのスキル
テストにおいて、試技前に被験者全体に対して手本
を見せたが、技術的な助言などは一切行わなかった。
また、試技前の練習は行わないものとした。撮影は
すべて横方向から行った。 
2-3 動作分析 
 撮影したものを TGMD-2 の観察的採点基準に基
づいて評価、得点化し、運動スキルの習得度を分析
した。動作評価には動画再生ソフト（Quick time 7、
アップル社製）を用いた。 

2-4 統計処理 

 身体活動量及び身体活動強度と運動スキルの関
係について検討するため、Pearsonの積率相関分析



を行った。有意水準はすべて 5％とした。分析には、
統計ソフト JMP8.0を用いた。 
 
3．結果  

身体活動の量および強度と運動スキルとの関係

について表 1に示した。身体活動量とロコモーター

スキルとの関係では、歩数とロコモータースキルと

の間にはほとんど相関がなく、PALとの間には弱い

相関がみられた。身体活動量とオブジェクトコント

ロールスキルとの関係では、歩数とオブジェクトコ

ントロールスキルの間に中程度の相関がみられ、

PALとの間には弱い相関がみられた。 

 身体活動強度とロコモータースキルとの関係で

は、どの強度においてもほとんど関係性がみられな

かった。身体活動強度とオブジェクトコントロール

スキルとの関係では、MPA、VPA、MVPAとオブ

ジェクトコントロールスキルとの間に弱い相関が、

みられた。SLPAとの間にはほとんど相関がみられ

なかった。 

 

歩数 PAL

走る   0.05   0.24**  -0.04   0.11   0.17**   0.13*

ギャロップ  -0.02   0.08   0.01  -0.02   0.03  -0.01

ホップ   0.21**   0.20**   0.03   0.13*   0.11   0.13*

リープ   0.06   0.16*   0.01   0.11   0.03   0.10

立ち幅跳び  -0.01   0.04   0.05   0.00   0.02   0.01

サイド   0.05  -0.01   0.07   0.04   0.09   0.06

ロコモーター   0.11   0.22**   0.04   0.10   0.13*   0.12

打つ   0.16*   0.06   0.05   0.13*   0.04   0.12

球つき   0.31**   0.32**   0.03   0.28**   0.22**   0.29**

捕る   0.06  -0.06  -0.02   0.05   0.11   0.07

蹴る   0.42**   0.31**   0.08   0.36**   0.33**   0.38**

投げる   0.34**   0.19**   0.11   0.21**   0.19**   0.23**

下手投げ   0.07   0.13*   0.05   0.10   0.12   0.11

オブジェクトコントロール   0.40**   0.30**   0.09   0.33**   0.28**   0.34**

*：p＜0.05，　**：p＜0.01

         量

表1　身体活動の量及び強度と運動スキルとの関係

  MVPA  VPA  MPA

強度

SLPA

 
 
4．考察 

 本研究において、身体活動の量的および強度的変
数と運動スキルとの関係を検討した結果から、運動
スキルの発達には身体活動の量的および強度的要
因の両方が必要であることが示唆され、これまで示
されているように、身体活動水準の高い子どもは、
全般的に運動スキルが高いことが確認された。中で
も特に、関係性の強かったものは、蹴る、投げる、
球つきであった。このことは、これらの運動スキル
を獲得できると考えられるサッカーや野球、バスケ
などのスポーツが量的及び強度的要因の両方を含
む運動であると考えることができる。つまり、運動
の中で、蹴る、投げる、球つきなどの動作そのもの
の運動量や強度に加え、転がっているボールを追い
かける動きや、ゴロを捕球して送球につなげる動き、
ドリブルしながら走る動きなどよって運動の量や
強度が確保されていると考えられる。 

しかしながら、運動スキルの様式別にみると本研
究では、ロコモータースキルにおいて必ずしもその
関係性は認められなかった。また、オブジェクトコ
ントロールスキルにおいても、関係性のみられなか
ったスキル種目があった。これらのことから、運動
スキルの種目によっては、スキル動作の獲得や習熟
は体力要素などとは異なり、量や強度だけでなく、
その動作に関する、もしくはその動作の基となる動
きの経験が必要であると推察できる。つまり、運動
の中で、運動の量や強度が保たれていなくても、そ
の動作に関する、もしくはその動作の基となる動き
が含まれたものであれば、スキルを獲得することが
できると考えられる。 
 

5．まとめ 
本研究は、幼少期の身体活動量および強度と運動

スキルとの関係を明らかにすることを目的とし、以
下の結果が得られた。 

 身体活動量および強度の両方が運動スキルと関係
していると考えられる。 

 運動スキルの中には、身体活動の量および強度が
重要であるものと量や強度だけでなくその動作に
関する、もしくはその動作の基となる動きが重要
であるものがあると考えられる。 
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