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1. 緒言 

中学生における「新体力テスト」では、握力、上

体起こし、長座体前屈、反復横とび、20m シャトル

ラン又は持久走（どちらかを選択する）、50m 走、

立ち幅とび、ハンドボール投げの 8 項目を実施す

る。子どもの体力向上のための取組ハンドブック 1)

によると、8 項目の実技テスト項目に対応して、運

動能力評価では、走跳投に関わる「走能力」「跳躍

能力」「投球能力」の 3 つの運動能力を評価する。

また、体力評価では、「スピード」「全身持久力」「瞬

発力」「巧緻性」「筋力」「筋持久力」「柔軟性」「敏

捷性」の 8 つの体力要因を評価する、としている。 
真家 2)は、小学生における体格と運動能力との関

係について横断的に検証している。しかしながら、

中学生を対象とした研究はあまりみられない。 
そこで本研究では、中学生を対象にして体力テ

ストと体格差の関係を明らかにすることを目的と

する。本研究で早い発達段階からの影響が強い体

力要因を見つけることができたとすれば、発達段

階や体力の程度に適した働きかけによる運動嫌い

の克服や体育授業における教材開発に役立つ可能

性がある。 
 

2. 研究方法 

2-1 調査対象 

調査対象者は、茨城県内の F 中学校に 2017 年

度に入学した男女生徒 160 名（男子 80 名、女子

80 名）であった。対象学年における中学校在学期

間である 2017 年度～2019 年度の 3 年間分のデー

タを使用した。本研究においては、すべての測定

項目において記録を得られた生徒のみを対象とし

て分析しており、測定記録が全測定項目において

得られていない生徒については、統計処理の段階

において対象から除外した。そのため、分析対象

となった生徒は 153 名（男子 76 名、女子 77 名）

であった。 

2-2  測定項目 
体格の指標は、身長、体重、ローレル指数

（Rohrer index）、BMI（Body Mass Index）を用い

た。ローレル指数および BMI は肥満の程度を評価

するための指数である。運動能力の指標は、文部

科学省の新体力テスト 8 項目とした。8 項目は、

①握力（①-1 握力右、①-2 握力左と表す）、②

上体起こし、③長座体前屈、④反復横とび、⑤

20m シャトルラン、⑥50m 走、⑦立ち幅とび、⑧

ハンドボール投げ、とした。 
2-3  測定方法 

運動能力の測定は、文部科学省の新体力テスト

実施要項 3)に準じておこなった。種目の説明およ

び測定については、原則、調査対象となった中学

校の教員がおこなったが、測定結果の記録や 50m
走におけるスタートの合図などにおいて生徒の補

助を得た種目もあった。 

2-4 統計解析 

 対象学年の身長および体重のデータから、ロー

レル指数および BMI を算出した。体格の指標（身

長、体重、ローレル指数、BMI）および運動能力

の指標（新体力テスト 8 項目）に関するすべての

測定値は平均値±標準偏差（mean±SD）で示し

た。また、体格と運動能力との関係を検討するた

めに、それぞれの項目間における相関係数を求め

た。有意水準は 5％とした。なお、得られたデー

タの分析には SPSS statistics 17.0 を用いた。 

 

3. 結果および考察 

3-1 各測定項目における体格差の影響 

1） 身長 

男女ともすべての学年において、握力右（r＝
0.328～0.652）および握力左（r＝0.326～0.651）で

は低～中程度の正の相関が、ハンドボール投げ（r
＝0.266～0.372）では低い正の相関が認められた。

これらは、身長の高いことが筋力発揮（握力）、お

よび投運動における巧緻性、筋パワーの発揮（ハン

ドボール投げ）に有効であることを示していると

考えられる。しかしながら、身長と握力の関係につ

いては、身長の高いことが筋力発揮および投運動

における巧緻性、筋パワーの発揮に直接的に好影

響を及ぼすことは考え難い。握力およびハンドボ

ール投げは上肢の筋力に依存することから、青年

期における身長の発育と上肢筋力の発達との関係

について検証する必要があると思われる。 

 

表 1 身長と運動能力との相関 

*：p＜0.05 **：p＜0.01 

2） 体重 

男女ともすべての学年において、握力右（r＝
0.361～0.534）および握力左（r＝0.260～0.529）で

は低～中程度の正の相関が認められた。一方で、

反復横とび（r＝-0.253～-0.435）および 20m シャ

トルラン（r＝-0.368～-0.514）では低～中程度の

負の相関が認められた。体重と握力の関連につい

ては、体重の重い者ほど強い筋力を発揮すること

はこれまでも広く知られている。このことから、

本研究の結果は妥当性が高いものと考えられる。

しかし、体重と筋力との関係については成人を対

象とした報告がほとんどであるため、中学生にお

ける両者の関係についても詳細に検証する必要が

①-1 0.652 ** 0.534 ** 0.466 ** 0.478 ** 0.368 ** 0.328 **

①-2 0.651 ** 0.571 ** 0.385 ** 0.471 ** 0.442 ** 0.326 **

② -0.018 -0.003 -0.102 -0.080 -0.121 0.004

③ 0.376 ** 0.227 * 0.119 0.121 0.181 -0.022

④ -0.167 0.066 -0.093 0.010 0.132 0.081

⑤ 0.060 -0.070 -0.185 -0.018 -0.058 0.056

⑥ -0.175 -0.154 -0.040 -0.187 -0.110 -0.175

⑦ 0.212 0.294 ** 0.184 0.204 0.041 0.218

⑧ 0.372 ** 0.318 ** 0.266 * 0.317 ** 0.340 ** 0.304 **

測
定
項
目

男子 女子

2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度

ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝77 ｎ＝77 ｎ＝77



ある。体重と反復横とび、20m シャトルランとの

関連については、体重の重い者ほど自らの体重が

重りとして働き、敏捷性や持久力の発揮を妨げる

ことは広く知られている。このことから、本研究

の結果は妥当性が高いものと考えられる。 

 

表 2 体重と運動能力との相関 

 
*：p＜0.05 **：p＜0.01 

3） ローレル指数 

男女ともすべての学年において、反復横とび（r
＝-0.338～-0.442）、および 20m シャトルラン（r
＝-0.380～-0.561）では低～中程度の負の相関

が、50m 走（r＝0.347～0.527）では低～中程度の

正の相関が、立ち幅とび（r＝-0.315～-0.363）で

は低い負の相関が認められた。50m 走における正

の相関は、ローレル指数が高い者ほど 50m 走のタ

イムが遅くなることを表している。ローレル指数

と反復横とび、20m シャトルラン、50m 走、およ

び立ち幅とびの関連について、ローレル指数が高

いほど肥満傾向にあると考えられることから、体

重が負荷になり、かつ身体活動がともなう運動

（走る、跳ぶなど）の測定では、肥満傾向の高さ

は不利な要素であると考えられる。 

 

表 3 ローレル指数と運動能力との相関 

 
*：p＜0.05 **：p＜0.01 

4） ＢＭＩ 

男女ともすべての学年において、反復横とび（r
＝-0.322～-0.449）、および 20m シャトルラン（r
＝-0.398～-0.532）では低～中程度の負の相関

が、 50m 走（r＝0.297～0.516）では低～中程度の

正の相関が、立ち幅とび（r＝-0.257～-0.307）で

は低い負の相関が認められた。50m 走における正

の相関は、BMI が高い者ほど 50m 走のタイムが遅

くなることを表している。BMI と反復横とび、

20m シャトルラン、50m 走、および立ち幅とびの

関連について、BMI が高いほど肥満傾向にあると

考えられることから、体重が負荷になり、かつ身

体活動がともなう運動（走る、跳ぶなど）の測定

では、肥満傾向の高さは不利な要素であると考え

られる。 

 

表 4 BMI と運動能力との相関 

 
*：p＜0.05 **：p＜0.01 

 

ローレル指数や BMI の高さが体脂肪量の多さ

を必ずしも表しているものではないが、体脂肪は

体重移動をともなう種目では重りとなってパフォ

ーマンスを低下させる。また、体脂肪が、体力・

運動能力と関連する要因の中に含まれ、高い体脂

肪率が体力要素に負の要因として作用するとして

いる多くの報告もあることから、肥満度の指標で

もあるローレル指数、BMI の高い者ほど身体移動

がともなう運動による測定のパフォーマンスが低

くなったものと考えられる。 

本研究では体格と運動能力との関係を、継続し

た測定に基づき縦断的に検討したものであるた

め、身体の発育が運動能力の発達に及ぼす影響に

ついては、今後、年代の特徴を捉えた横断的デー

タによってさらなる検討の必要があると思われ

る。 
 
4. まとめ 

 本研究は、F 中学校男女生徒 160 名を対象とし

て、身長、体重、ローレル指数、BMI と新体力テ

スト 8 項目を測定した。中学生における体格と運

動能力の関係を調査し、以下の結果を得た。 
1) 身長の高いことが、筋力発揮（握力）、および

投運動における巧緻性、瞬発力の発揮（ハン

ドボール投げ）に有効であることが示され

た。 
2) 体重の重いことが、筋力発揮（握力）に有効

であること、敏捷性（反復横とび）、持久力

（20m シャトルラン）の発揮に不利に働くこ

とが示された。 
3) ローレル指数や BMI の増加は、走る（20m シ

ャトルラン、50m 走）、跳ぶ（反復横とび、

立ち幅とび）などの身体移動をともなう運動

のパフォーマンスを低下させる要因であるこ

とが示された。 
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①-1 0.494 ** 0.426 ** 0.361 ** 0.534 ** 0.391 ** 0.432 **

①-2 0.529 ** 0.421 ** 0.316 ** 0.444 ** 0.474 ** 0.260 *

② -0.143 -0.263 * -0.377 ** -0.260 * -0.238 * -0.136

③ 0.090 0.080 -0.090 0.036 0.049 -0.039

④ -0.435 ** -0.323 ** -0.434 ** -0.303 ** -0.253 * -0.255 *

⑤ -0.392 ** -0.454 ** -0.514 ** -0.440 ** -0.368 ** -0.393 **

⑥ 0.288 * 0.312 ** 0.442 ** 0.168 0.242 * 0.252 *

⑦ -0.103 -0.095 -0.190 -0.125 -0.247 * -0.177

⑧ 0.110 0.141 0.000 0.366 ** 0.283 * 0.207

ｎ＝77

測
定
項
目 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝77 ｎ＝77

男子 女子

2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度

①-1 0.068 0.103 0.109 0.278 * 0.175 0.213

①-2 0.114 0.066 0.126 0.175 0.216 0.040

② -0.164 -0.313 ** -0.359 ** -0.261 * -0.198 -0.146

③ -0.208 -0.089 -0.183 -0.039 -0.051 -0.020

④ -0.378 ** -0.442 ** -0.426 ** -0.366 ** -0.377 ** -0.338 **

⑤ -0.561 ** -0.510 ** -0.464 ** -0.511 ** -0.380 ** -0.454 **

⑥ 0.527 ** 0.519 ** 0.524 ** 0.347 ** 0.370 ** 0.410 **

⑦ -0.337 ** -0.363 ** -0.342 ** -0.315 ** -0.315 ** -0.349 **

⑧ -0.168 -0.083 -0.170 0.194 0.060 -0.005

男子 女子

2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度

ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝77 ｎ＝77 ｎ＝77

測
定
項
目

①-1 0.259 * 0.248 * 0.216 0.400 ** 0.270 * 0.309 **

①-2 0.301 ** 0.221 0.209 0.296 ** 0.330 ** 0.122

② -0.166 -0.315 ** -0.383 ** -0.277 * -0.224 -0.152

③ -0.089 -0.024 -0.156 -0.008 -0.013 -0.028

④ -0.431 ** -0.419 ** -0.449 ** -0.362 ** -0.350 ** -0.322 **

⑤ -0.532 ** -0.520 ** -0.506 ** -0.516 ** -0.398 ** -0.454 **

⑥ 0.466 ** 0.463 ** 0.516 ** 0.297 ** 0.344 ** 0.371 **

⑦ -0.263 * -0.269 * -0.297 ** -0.257 * -0.307 ** -0.301 **

⑧ -0.062 0.003 -0.112 0.278 * 0.153 0.078

ｎ＝77

測
定
項
目 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝76 ｎ＝77 ｎ＝77

男子 女子

2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度


