
幼児期における身体活動量と体力の関係に関する横断的・縦断的研究 

発 表 者 熊田実咲 

指導教員 渡邊將司 

キーワード：身体活動、幼児期、持ち越し 

 
1 緒言 

身体活動・運動は人々の健康の多くに効果をもた
らす。しかし、子どもの体力・運動能力は昭和 60

年ごろから低下している 1)。今日の子どもたちの体
力低下の原因の 1つとして、体を動かす遊びの減少、
習い事による自発的な運動の機会の減少、仲間や環
境の変化などライフスタイルの変容に伴う、運動不
足があげられる 2)。また、就学前の幼児期は、運動
の基本的な形態をほぼ習得することから、適切な運
動経験の積み重ねや日々の身体活動は運動発達に
おいて重要である。幼少期の運動経験が成人後の運
動・身体活動状況に持ち越すことや幼児期によく体
を動かして遊ぶ経験をした子どもは、その後も活動
的な傾向にあるという報告は数多くあり、その後の
身体活動状況を左右する可能性が指摘されている
3)。これらのことから、幼少期での日常生活におけ
る身体活動が重要であることがわかる。幼児期の運
動指導は効果が十分に考えられるが、実際の現場で
は、運動の専門的プログラムの必要性は認識してい
ても、体育の専門家がいないため、何から着手すべ
きかわからないのが実状である 4)。さらに、子ども
の発達には自発性も大きく影響する。決められた形
を最初から与えるのではなく、子どもたちなりのや
り方で行うことでその動きを身に付けていく。繰り
返し経験するためには、興味を持たせる必要がある
のだ。つまり、体力・運動能力への効果は専門的な
プログラムを指導することに限らず、日常の身体活
動や遊びを通して獲得できると考えるべきなのだ。
そこで、本研究では幼児期年長時における身体活動
の量や強度が体力にどの程度関係するのかを横断
的に検討する。さらに、年中時の身体活動が、年長
時の身体活動や体力に及ぼす影響を縦断的に検討
する。本研究で得られた結果は、幼児期で確保すべ
き身体活動を取り入れた遊びの実践方法や、幼児を
取り囲む環境づくりに応用することができると考
える。 
 
2 研究方法 

2-1 対象 
 茨城県の幼稚園児を対象とした。年中時に参加
したのは 20人、年長時に参加したのは 44人であっ
た。年中組で、身体活動の調査を行ったものを年長
組で引き続き対象とし追跡調査を行った。 

2-2 測定項目 

 ①体格（身長・体重）、②身体活動量（2013 年 1

月 12日から 2013 年 1月 20日の 9日間、2013 年 7

月 5日から 2013 年 7月 11日の 7日間）、③20mシ
ャトルラン、④15m直線走、⑤15m切り返し走、⑥
立ち幅跳びの 6項目を測定した。 
2-3 分析方法 
身体活動量の調査には、活動量計（オムロン

HJA-350IT）を用いて歩数、1 日の総消費エネルギ
ー、身体活動レベル、高強度活動時間を算出した。
本研究での高強度活動は 6METs 以上の活動に相当
し、ランニングやジャンプなど比較的激しい活動を
指す。得られたデータから、各学年の身体活動の
量・強度・体力項目での男女差を算出するために対
応のない t検定を行い、各項目の相関係数を算出す
るために Peason の積率相関分析を行った。統計処
理には JMP8.0を用い、有意水準は全て 5%とした。 

3 結果と考察 
3-1 年長時の身体活動と体力の関係（横断的研究） 
 年長の身体活動では、歩数、身体活動レベル（量）、
高強度活動時間（強度）の項目間に有意な相関関係
がみられることから、歩数の確保が活動量の向上に
つながり、活動量の確保が高強度活動時間の向上に
つながる、そして高強度活動時間の確保が歩数の向
上と互いに支えあっていることがわかる。歩数では、
44 名中 39 名（89%）が平均して 10000 歩を超える
結果となり Tudor-Locke et al.5)が推奨している、1日
に 10000―14000 歩の確保という基準を満たしてい
た。また体力のすべての項目と高強度活動時間の相
関関係がみられることから高強度の身体活動は持
久力や筋力などの体力に直結すると考えられ、幼稚
園や家庭で意識的に、走ったり跳んだりする高強度
の身体活動を取り入れる工夫が必要となることが
わかる。また、20mシャトルラン、15m切り返し走、
立ち幅跳びの 3 種目と歩数の間に相関関係がみら
れた。これは藤井 6)の、徒歩通園時間と運動成績の
関係についての報告と一致している。運動効果の期
待できる 20 分以上の徒歩通園児が運動成績上位グ
ループは 45%と高く、下位グループは 30%と低くな
ることや、下位グループには徒歩通園時間 5分以内
というほとんど歩かない子どもが 21%もあり、上位
のグループのおよそ 6倍も高率で、両者間は明らか
に有意な差がみられることから、徒歩通園で習慣化
された身体活動も体力に影響すると考えられる。ま
た身体活動レベルと体力との相関が弱いのは、生活
や環境による変化で身体活動の量は変化しやすい
ためと考えられる。 
3-2 年中時の身体活動と年長時の身体活動、体力
との関係（縦断的研究） 
年中の身体活動と年長の身体活動では、年中高強

度活動時間と年長身体活動レベル以外の項目で有
意な相関関係があった。年中高強度活動時間と年長
高強度活動時間・年長歩数の間に強い相関関係
（r=0.70、r=0.69）がみられた。年中時での歩数・
身体活動レベル・高強度活動時間の間だけではなく、
年中と年長の項目間の相関から、持ち越し効果があ
るといえる。また、年中の身体活動と年長の体力の
相関をみると、すべての体力項目と年中の高強度活
動時間に有意な相関関係がみられた。それぞれ 20m

シャトルランで r=0.49、15m直線走で r=-0.67、15m

切り返し走で r=-0.64、立ち幅跳びで r=0.56 と身体
活動項目の中で最も大きい影響を及ぼすのが年中
時の高強度活動時間であることから、幼児期におけ
る年中（4、5）歳の時点で、その後の体力に影響を
与えると考えられる（表 1、図 1）。日常の身体活
動と体力の関係は、活発な活動は基本的な運動能力
の高さに支えられ、逆に運動能力の未習熟な状態が
日常の活動性の低さにつながると考えられる。基本
的運動能力の獲得が活動性につながり、また活発に
動き様々な運動を経験することで運動能力も上が
っていくという好循環をおこすと推察できる。また、
今回の体力項目は 20m シャトルラン（持久力）、
15m直線走（スピード）、15m切り返し走（敏捷性）、
立ち幅跳び（瞬発力）のように、身体移動系のロコ
モータースキルの能力をみる項目であった。これら
の能力は日常生活により、活発に動き活動性の高い
幼児ほど高いことが推察される。佐々木 7)は、幼児



を対象とした身体活動と運動能力の研究で、種目ご
とに身体活動量との関係に違いがでると述べてい
る。動きという観点に立つと、日常的な身体活動量
の多さは必ずしもすべての運動様式に対して影響
を及ぼすわけではなく、今回の体力項目で行わなか
った、ボールを投げるなどの操作系の動作の成熟に
対しては活動量の多寡のみがかかわるわけではな
いと考えられる。運動様式によっては、その動作を
習得するために要する動きの経験が必要であると
推察する。 
 
3-3 幼児へのはたらきかけ、環境づくり 

 幼児の体力の向上に向けて、運動遊びを中心とし
た活動量の確保が有効であると考えられる。また、
子どもの「やりたい」という気持ちを育て、活動量
を確保するためには保護者や教師のはたらきかけ
も重要となる。先行研究 8)からも、鬼ごっこ等は遊
びの要素を取り入れた有効なはたらきかけと考え
らえる。鬼ごっこといっても、ただ鬼から逃げるだ
けでなく氷鬼や、しっぽとりなど、ルールに工夫を
加えることで子どものやる気を起こすことができ
る。日常の遊びの中に、心理的・身体的の両方から
はたらきかけることや、身体活動・運動の量だけに
とらわれることなく、身体活動・運動の質（どのよ
うな運動をどのように行うか）を重視しなくてはな
らない。 
 
4 まとめ 
本研究は，幼児期における身体活動の量と強度が，

体力にどのくらい影響するか横断的・縦断的に明ら
かにした．得られた結果は以下の通りである． 
1)年長時において、身体活動の強度（高強度活動時
間）が，横断的に年長時の体力（20mシャトルラン、
15m直線走、15m切り返し走、立ち幅跳び）と関連
していた．身体活動の量（身体活動レベル）と体力
との関連はみられなかった． 
2)年中から年長へ身体活動の持ち越しがみられた．
特に，体力に強く影響する高強度活動時間は，年中
と年長で r=0.70の強い相関を示した． 
3)年中での高強度活動時間が、年長での体力に強い
相関関係を示したことから、年中の時点でその後の
体力に影響することが示唆される。 
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年中歩数 年中身体活動レベル 年中高強度活動時間

年長歩数   0.59**   0.59**   0.60**

年長身体活動レベル   0.28**   0.41**  -0.13

年長高強度活動時間   0.42**   0.44**   0.70**

*:p<0.05   **:p<0.01
 

 

 

 

表 1．年中と年長の身体活動の相関関係 

図 1．身体活動と体力の相関関係 


