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原著論文 

幼児における両足連続跳び越しの質的評価と基礎的運動能力との関係性の検討 

 

室 采音 1)・高徳 希 2)・大高千明 3)・藤原素子 3)・中田大貴 3) 

 
The relationship between continuous bilateral hop and basic exercise ability 

among young children 
 

Ayane Muro1）, Nozomi Takatoku2）, Chiaki Ohtaka3）, Motoko Fujiwara3）, Hiroki Nakata3） 
 

Abstract 
Continuous bilateral hop has been used to evaluate a person’s agility by focusing on the movement time. 

In the present study, we examined the movement time as well as hopping pattern score on continuous 
bilateral hop, and investigated the relationship between continuous bilateral hop and basic motor ability 
(25-m sprint, tennis ball throwing and standing long jumping) among 131 young children aged 4 to 5 years. 
The movement time was significantly shorter in 5- than in 4-year-old children, but the hopping pattern 
score did not change with increasing age.  The score was significantly higher in girls than in boys, while 
the movement time was significantly shorter in boys than in girls.  Moreover, a significant correlation 
was observed between the movement time and basic motor ability (25-m sprint and standing long 
jumping), the score and basic motor ability (25-m sprint, tennis ball throwing and standing long jumping).  
These data suggest that continuous bilateral hop can be used as indexes for agility as well motor co-
ordination in young children. 
 
Keywords: young children, continuous bilateral hop, hopping pattern, basic motor ability 
キーワード：幼児，両足連続跳び越し，跳び越し動作パターン，基礎的運動能力 
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はじめに 

跳躍動作は，自発的に発生する系統学的スキル

で，2歳頃から可能となる 6 )．片足が先行する跳躍

動作が見られた後，両足での跳躍動作は 3歳頃か

ら可能になり 6, 12 )，7歳頃までに成熟した動作に達

する 4 )．縄跳び等，日常生活におけるあそびの場

面や，バレーボールやバスケットボール等のスポ

ーツ競技場面においても，両足での跳躍動作は多

く見られる．幼児の運動能力調査においても、複

数の跳躍動作が測定項目に含まれていることから、

人間の発達段階において習得すべき動作であると

考えられる．  

「両足連続跳び越し」は，コース上に均等に並

べられた10本の障害物を両足でできるだけ速く正

確に連続して跳び越し，その所要時間を測定する．

敏捷性を評価する項目として用いられており 16 )，

その評価に関しては測定した所要時間によって 5

段階で得点化されている 13 )．文部科学省 13 ) は「自

分の体そのものの移動を伴う移動系動作」であり，

「行動を調整する能力の指標」となること，さら

に「ビジュアル的に得られた情報を脳で判断処理

し，動作に繋げるため，脳・神経系にも大いに関

与している」と述べており，高く跳ぶ必要はない

が，いかに速く上方移動（身体の屈伸，跳躍動作）

と前方移動を組み合わせて跳び続けることができ

るかに課題の難しさがあると考えられる．全国規

模での調査によると，両足連続跳び越しについて

は 1966年から 1973 年にかけて成績が向上したも

のの，1986年から 1997年にかけての 10年間では

低下していた．その後，2002 年，2008 年，2016

年にかけては変化が徐々に小さくなっており，

1986 年から 1997 年にかけての低下以後は低下し

た状態のまま推移し，現在に至ることが報告され

ている 14 )． 

課題の問題点として，全体時間に焦点を当てら

れていたため，1回 1回でどのように跳び越えられ

ていたのかという動作の質や正確性，またその発

達過程等については十分に評価されてこなかった

点が挙げられる．高徳 26 ) は跳び越しパターンに着

目し，スタートから 5本目を跳び越えるまでの動

作を観察し，「両足跳び」，「途中まで両足跳び」，「左

右のばらつきあり」の3パターンに分類し，男児・

女児の人数分布に違いがあることを報告している．

さらに高徳 28 ) は，10回の跳び越し動作における両

足踏切成就率および両足着地成就率を検討した結

果，両足踏切・両足着地がともに成就したのは被

験者 27名中 5名（全体の 18.5 %）で，連続跳び越

し過程の両足同時性（両足踏切成就率および両足

着地成就率）に焦点を当てた評価を重要視するべ

きであり，横断的データから両足連続跳び越しに

おける発達的特性を捉えることが必要であると述

べている．そこで本研究では，高徳 28 ) が用いた両

足踏切成就率および両足着地成就率を元に、障害

物 10本全てに関して，1本ずつに対する踏切と着

地の形態を「動作の質」として捉え，両足であっ

たか否かに着目した跳び越し動作パターンを得点

化することを試みた．動作パターンの分類として，

両足で踏み切って両足で着地した場合を 3点，両

足で踏み切って片足で着地した場合と片足で踏み

切って両足で着地した場合を2点，片足で踏み切

って片足で着地した場合を1点として 3段階で評

価する．「両足連続跳び越し」は両足で跳び越すよ

うに教示するため、片足での踏切と着地は質の低

い動作として評価した．ただし，着地は次の障害

物を跳び越すための踏切でもあると考えられるこ

とから、「片足で踏み切って両足で着地した場合」

と「両足で踏み切って片足で着地した場合」には

優劣をつけず、同じ点数として評価した．幼児の

短距離走の疾走動作に関する動作の質に着目した

先行研究によると，鈴木ほか 24 ) は観察的動作評価

法を用い，上肢・下肢について 3項目ずつ，それ

ぞれの項目をA・B・C評価の 3段階に分類した評

価基準を作成し，上肢・下肢それぞれの項目につ

いて左右の動作を別々に評価している．A評価を 3

点，B評価を 2点，C評価を1点として得点化し，

左右の評価得点の平均値をもって動作の質を評価

しており，鈴木ほか 23 ) ではその評価方法を用いて
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短距離走の指導効果の検討も行っている．両足連

続跳び越しにおける動作の質について，高徳 26 ) は，

左右の下肢を協応させる能力，タイミングや高さ

を調整しながらテンポよく跳ぶ障害物を跳び超え

る能力，着地後のバランスを瞬時に立て直しコン

トロールする能力（動的平衡性）といった要素を

含む調整力を評価できる可能性を示唆している．

この調整力とは，時間的・空間的・力量的に動作

を正しく制御することを可能にする要素で 8 ) ，敏

捷性，巧緻性（器用性），平衡性等から構成され 16 )，

動きとして現れてくる運動を調整（coordinate）し，

統合（integrate）する能力であり 20 ) ，脳・神経系

の機能と密接な関係があるとされている．したが

って，両足連続跳び越しにおいて動作の質に基づ

いた跳び越し動作パターンを得点化することは，

所要時間で評価できる敏捷性だけではない「行動

を調整する能力の指標」として，動作を連続させ

るための身体の協応性やバランス能力といった調

整力を数値として評価できる可能性があると考え

られる． 

また，現在スポーツ庁が実施する体力テストで

は，子どもの基礎的体力や運動能力を把握・分析

し，体力の向上に関わる施策を検討するために，

特に走力・投力・跳力を評価対象としている 22 )．

これらの基礎的体力・運動能力は両足連続跳び越

しの所要時間と関係し，一日の歩数が多く活動時

間が長いほど所要時間が短く 3 ) ，また立ち幅跳び

の跳躍距離と所要時間には負の相関があることが

報告されている 17 )．しかし，上記のように動作の

質についてはこれまで検討されてこなかったため，

跳び越し動作パターンとして評価されると考えら

れる動作の質とこれらの運動能力との関係性の詳

細については，明らかにされていない． 

そこで本研究では，幼児を対象に両足連続跳び

越しにおける従来の所要時間による評価に加えて，

連続した跳び越し動作に関する踏切と着地パター

ンについても検討し，それぞれの指標の発達過程

や男女差，走力・投力・跳力との関係性を明らか

にすることを目的とした． 

方法 

1．対象 

 N幼稚園に通園した年中児65名（男児 33名，

女児 32名），年長児66名（男児33名，女児 33名）

の計 131名を対象とした．測定にあたり，被験者

の保護者には書面により趣旨を説明し，被験者の

測定への参加に対して同意を得た．また，本測定

は奈良女子大学研究倫理審査委員会の承認を得て

実施した． 

2．課題および測定方法 

課題は，幼児の体力・運動能力調査の検査項目

である両足連続跳び越し，25 m走，テニスボール

投げ，立ち幅跳びを用い，文部科学省の実施要項

に基づいて測定を実施した．ただし，両足連続跳

び越しにおいては，幅5 cm，高さ 5 cm，長さ 1 m

の角材を用い，測定は 1回とした．また，被験者

の動作をハイスピードカメラ（EX-F1，CASIO製，

東京）にて 300 fpsで記録した．ハイスピードカメ

ラは，コース全体と被験者の動き全体が映るよう

に，右側方約 6.6 mの位置に設置した．図 1は両足

連続跳び越しの実際の測定時の様子である． 

3．分析項目 

両足連続跳び越し，25 m走，テニスボール投げ，

立ち幅跳びの測定値については，各学年男女別の

平均値を算出した．さらに，両足連続跳び越しに

おいては，障害物を跳び越す際の踏み切りならび

に着地についての両足同時性を示すため，撮影し

た映像を撮影速度の 1/300フレームで再生し，両足

図1．課題の様子 
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であったか否かを 2名の評価者（評価者A，評価

者B）によって検討した．基本的な評価は全て評

価者Aが実施し，判断しにくい場合のみ，評価者

Bが評価に加わった．その際に評価の意見が相違

することはなかった．得点化の基準として，両足

で踏み切って両足で着地した場合を 3点，両足で

踏み切って片足で着地した場合と片足で踏み切っ

て両足で着地した場合を 2点，片足で踏み切って

片足で着地した場合を 1点，障害物を跳び越すこ

とができなかった場合を 0点として障害物を跳び

越すための踏み切りと着地パターンを分類した．

各障害物 10本の跳び越しパターン得点の合計（以

下；パターン合計点）を 30点満点で求め，各学年

男女別の平均値を算出した． 

4．統計処理 

身長，体重，月齢，両足連続跳び越しの所要時

間，パターン合計点，25 m走，ボール投げ，立ち

幅跳びに関して，学年（年中・年長）と性別（男

児・女児）を要因とした二元配置分散分析を用い

て検討した．分散分析に先立ち，Kolmogorov- 

Smirnovの正規性の検定を行い，ノンパラメトリッ

クなデータが含まれている場合は，Mann-Whitney

検定を用いた．また，各学年男女別に所要時間と

パターン合計点の 2項目に関して，身長，体重，

月齢，25 m走，テニスボール投げ，立ち幅跳びと

の相関関係を検討する際，データが正規分布した

場合はPearsonの相関係数を，正規性が確認されな

かった場合はSpearmanの相関係数を求め，相関解

析を行った． 

統計はSPSS Statistics 25（IBM，東京）を用いて

処理を行い，統計的有意水準は5 % 未満（p < 0.05）

とした． 

結果 

被験者の身体的特性および体力測定項目，分析

項目を表 1に示す． 

1．各項目における学年差および男女差 

身長に関して，二元配置分散分析を行ったとこ

ろ，学年，性別に有意な主効果（F (1, 127) = 82.187, 

p < 0.001; F (1, 127) = 4.729, p < 0.05）が認められた

が，学年‐性別の交互作用は認められなかった．

下位検定として男女別に学年を要因とする一元配

置分散分析を行ったところ，男女ともに年長児の

方が年中児よりも有意に高かった（F (1, 64) = 

39.621, p < 0.001; F (1, 63) = 42.551, p < 0.001）．男女

差を検討するため，下位検定として学年別に性別

を要因とする一元配置分散分析を行ったところ，

年中児，年長児ともに有意な差は認められなかっ

た． 

体重に関して，学年差を検討したところ，男女

ともに年長児の方が年中児よりも有意に大きかっ

た（Mann-Whitney: p < 0.001; F (1, 63) = 18.279, p < 

0.001）．男女差を検定したところ，年中児，年長児

ともに有意な差は認められなかった． 

月齢に関して，学年差を検討したところ，男女

ともに年長児の方が年中児よりも有意に高かった

（Mann-Whitney: p < 0.001; F (1, 63) = 302.684, p < 

0.001）．男女差を検定したところ，年中児，年長児

ともに有意な差は認められなかった． 

両足連続跳び越しの所要時間に関して，学年差

を検討したところ，男児は有意な差が認められな

かったが，女児では年長児の方が年中児よりも有

意に短かった（F (1, 63) = 17.193, p < 0.001）．男女

差を検定したところ，年中児において男児の方が

女児よりも有意に短かったが（Mann-Whitney: p < 

0.001），年長児においては有意な差は認められなか

った． 

両足連続跳び越しのパターン合計点に関して，

学年差を検討したところ，男女ともに有意な差は

認められなかった．男女差を検討したところ，年

中児において有意な差は認められなかったが，年

長児において女児の方が男児よりも有意に高かっ

た（Mann-Whitney: p < 0.05）． 

25 m走に関して，二元配置分散分析を行ったと

ころ，学年，性別に有意な主効果（F (1, 127) =  
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表1．身体的特性と体力測定・分析項目の結果 

有意な学年差は # : p < 0.05, ## : p < 0.01, ### : p < 0.001で，有意な男女差は * : p < 0.05, ** : p < 0.01, *** : p < 0.001で示す． 

* : p < 0.05, ** : p < 0.01 

表2．年中児における両足連続跳び越しと 

分析項目の相関係数（ r 値） 

表3．年長児における両足連続跳び越しと 

分析項目の相関係数（ r 値） 

48.537, p < 0.001; F (1 , 127) = 21.478, p < 0.001），学

年‐性別に有意な交互作用（F (1, 127) = 5.903, p < 

0.05）が認められた．学年差を検討するため，下位

検定として男女別に学年を要因とする一元配置分

散分析を行ったところ，男女ともに年長児の方が

年中児よりも有意に速かった（F (1, 64) = 8.319, p < 

0.01; F (1, 63) = 6.762, p < 0.001）．男女差を検討 す

るため，下位検定として学年別に性別を要因とす

る一元配置分散分析を行ったところ，年中児，年

長児ともに男児の方が女児よりも有意に速かった

（F (1, 63) = 17.063, p < 0.001; F (1, 64) = 4.405, p < 

0.05）． 
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ボール投げに関して，学年差を検討したところ，

男女ともに年長児の方が年中児よりも有意に距離

が長かった（F (1, 64) = 5.541, p < 0.05; Mann- 

Whitney: p < 0.001）．男女差を検討したところ，年

中児，年長児ともに男児の方が女児よりも有意に

距離が長かった（Mann-Whitney: p < 0.01; F (1, 64) = 

13.329, p < 0.001）． 

立ち幅跳びに関して，二元配置分散分析を行っ

たところ，学年の主効果は有意差傾向があり（F (1 , 

127) = 3.915, p = 0.050），性別の主効果（F (1, 127) = 

15.008, p < 0.001）が認められたが，学年‐性別の

交互作用は認められなかった．男女差を検討する

ため，下位検定として学年別に性別を要因とする

一元配置分散分析を行ったところ，年中児におい

て男児の方が女児よりも有意に距離が長かった（F 

(1, 63)= 11.663, p < 0.01）が，年長児において有意

な差は認められなかった． 

2．両足連続跳び越しと他の項目との関係性 

年中男児において，所要時間と有意な相関が認

められた項目は 25 m走（r = 0.349, p < 0.05）と立

ち幅跳び（r = - 0.439, p < 0.05）であった．パター

ン合計点と有意な相関が認められた項目はなかっ

た．年中女児において，所要時間と相関が認めら

れた項目は立ち幅跳び（r = - 0.361, p < 0.05）であ

った．パターン合計点と有意な相関が認められた

項目も立ち幅跳び（r = 0.462, p < 0.01）であった（表

2）． 

年長男児において，所要時間と有意な相関が認

められた項目は月齢（r = - 0.345, p < 0.05），25 m 走

（r = 0.562, p < 0.01），立ち幅跳び（r = - 0.535, p < 

0.01）であった．パターン合計点と有意な相関が認

められた項目は 25 m 走（r = - 0.530, p < 0.01）と立

ち幅跳び（r = 0.480, p < 0.01）であった．年長女児

において，所要時間と有意な相関が認められた項

目はなかったが，パターン合計点と有意な相関が

認められた項目は 25 m走（r = - 0.506, p < 0.01）ボ

ール投げ（r = 0.427, p < 0.05），立ち幅跳び（r = 0.440, 

p < 0.05）であった（表 3）． 

考察 

1．発達過程 

 身長，体重，25 m走，ボール投げに関して，男

女ともに学年間で有意差が認められ，年長になる

と記録が向上していた（表1）．幼児期には身長や

体重だけでなく，25 m走等の運動能力の経年的な

発達がみられ 14, 27 ) ，本研究においても同様に，形

態的な発育とともに，スピード，瞬発力，巧緻性

の運動能力が向上していたといえる． 

 両足連続跳び越しの所要時間に関して，男児で

は年中から年長にかけて短くなる傾向がみられ，

特に女児では年長になると所要時間が有意に短く

なっていた（表 1）．増田 11 ) の縦断的研究において

も，両足連続跳び越しの所要時間は 4歳時よりも 6

歳時の方が有意に短くなっており，中島 17 ) の研究

においては，特に年長女児では，春から秋にかけ

ても所要時間が有意に短くなっているという結果

も報告されている．これらのことから，所要時間

によって評価できる敏捷性は，幼児期において著

しく発達すると考えられる．また，年長男児（67

～79ヶ月）において，所要時間と月齢の間に有意

な負の相関関係が認められた（表 3）．所要時間が

短いほど月齢が高い「遅生まれ」であると考えら

れ，この理由として相対的年齢効果の影響が推察

される．相対的年齢効果とは，「早生まれ」と「遅

生まれ」の違いによって生じる「スポーツ活動・

運動の差」であり，遅生まれの方が早生まれより

も身体的な優位性を有するため，体力テストでも

スコアが高いとされている 19 )．多くの運動種目に

おいて相対的年齢効果の影響が大きいことが挙げ

られることから，両足連続跳び越しにおいてもそ

の影響が表れたと考えられる．さらに，男女とも

に年中では個人差（標準偏差）が大きいが，年長

になると小さくなっており（表 1），同一課題を用

いた石川県における幼児の運動能力調査 7 ) の結果

と同様の傾向がみられ，相対的年齢効果による差

であると考えられる．Kidokoro et al. 10 ) によると，

年齢（学年）が上がるにつれて相対的年齢効果に
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よる運動能力の差は小さくなり，中学生ではむし

ろ日常の身体活動量や運動習慣が体力テストのス

コアに影響すると考えられている．本研究におけ

る年中児の個人差に関しては，まだ相対的年齢効

果が大きく影響していると推察される． 

 一方，両足連続跳び越しのパターン合計点に関

しては，男女ともに学年間で有意差が認められな

かった（表 1）．年長になっても得点は上昇せず，

障害物を跳び越すための踏み切りや着地といった

跳び越し動作は変化しないことが示された．この

ことから，パターン合計点が，所要時間によって

評価されてきた敏捷性とは異なる指標を評価して

いるといえる．障害物を跳び越す際に，両足で踏

み切り，両足で着地していたか否かがこの課題の

正確性を示していると考えられることから，両足

同時踏み切り・両足同時着地の成就を数値化した

パターン合計点が高いほど，連続した両足での跳

び越し動作を遂行していたといえ，両足連続跳び

越しにおける両足同時性といった動作の質的側面

を評価していると推察される．両足連続跳び越し

によって評価できる敏捷性は幼児期の間で発達す

ると考えられるが，パターン合計点によって評価

できる動作の質は他の運動能力とは異なり，幼児

期の間では発達が進んでいないことが示唆された．  

2．課題方略にみられる性差 

 表 1より，25 m走，ボール投げ，立ち幅跳びに

よって数値化される走力・投力・跳力は，年中児，

年長児ともに男児の方が女児よりも有意に記録が

優れていた．両足連続跳び越しの所要時間に関し

ては年中児において男児の方が女児よりも有意に

短く，パターン合計点に関しては年長児において

女児の方が男児よりも有意に高く，男児は敏捷性

が優れており，女児はパターン合計点で評価でき

る動作の質が優れていたといえる（表 1）．同様の

教示をしていたにも関わらず，このような差が生

まれた理由として，男女児間で両足連続跳び越し

に対する課題方略に違いがあると考えられる．男

児は「いかに速く跳び越していくか」という動作

のスピードを，女児は「両足で跳び越し両足で着

地する」という連続していく動作の質（跳び越し

方）を重視していた可能性がある． 

 現在のところ，このような運動課題遂行に関す

る性差の詳細なメカニズムは明らかにされていな

いが，三つの仮説が考えられる．一つ目は，心理

的・嗜好的な男女の違いが挙げられる．春日 9 ) は，

幼児の心理的・嗜好的特性を調査するため，対象

幼稚園の担任教諭にアンケートを実施した結果，

「男児は身体を動かすことが女児よりも好きで，

逆に女児は男児よりも室内遊びを好んでいる」と

いった男女間における活動嗜好の差が明らかにな

り，幼児期における心理的・嗜好的な男女の違い

は明確であると述べている．また，このような性

差について，生まれ持った生物学的な違いや社会

形成された男女の価値観（男の子らしさ・女の子

らしさ等）に沿った保護者・保育者の育て方の違

いが影響しているとされている 9 )．二つ目は，男

女の身体活動量の差が挙げられる．3歳児から 5

歳児を対象にした青木ほか 3 ) によると，1日当た

りの歩数や身体活動レベル（総エネルギー消費量 / 

基礎代謝量），活動時間において，男児が女児を上

回っていることを報告している．性格と身体活動

量（体力）の関係について春日 9 ) は，「精神的な行

動体力（性格）が日頃の活動に影響を及ぼしてお

り，その影響の程度にも男女差があり，男児の方

が女児と比べて精神的な行動体力（性格）が身体

活動量の大小を決定する大きな要因となっている」

と述べている．前述のような男女間の心理的・嗜

好的な差によって遊びや生活行動様式に質的な性

差が生じることで，身体活動量にも差が生じ，男

女間の課題方略の違いに影響を与えていると考え

られる．三つ目は，生得的・遺伝的・人類学的な

違いが挙げられる．視覚，聴覚，嗅覚，触覚とい

った感覚機能に関して，女性の方が男性よりも鋭

敏であることが報告されている 1, 29 )．しかし，視覚

に関しては，女性よりも男性の方が遠方空間に対

する空間認知能力が優れていることから，このよ

うな男女差は「狩猟集合仮説（hunter-gatherer 
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hypothesis）」によって人類学的な違いが説明されて

いる 21, 30)．そのため，運動能力に関しても同様の

理由によって男女差が生じた可能性があり，これ

らの仮説は独立的に反映されておらず，複合的に

影響を及ぼし合いながら形成されていると考えら

れる． 

3．基礎的運動能力との関係性 

 両足連続跳び越しの所要時間に関しては，年中

男児と年長男児において25 m走との間に正の相関

関係が，立ち幅跳びとの間に負の相関関係が，年

中女児においても立ち幅跳びとの間に負の相関関

係が認められ，所要時間が短いほど走力・跳力が

優れていることが示された（表 2，3）．村瀬ほか
15 ) は，連続した跳躍運動の遂行速度が極めて遅い

幼児は，体力・運動能力が全般的に低い傾向にあ

ることを報告しており，本研究の結果を支持して

いるといえる．また，所要時間と一日の歩数や活

動時間との間に有意な関連が認められていること

から 3 )，所要時間によって評価できる敏捷性は走

力・跳力だけではなく，身体活動量とも関連して

いると考えられる．一方で，年中児・年長児とも

に所要時間と投力との間に有意な相関関係は認め

られなかった．投動作は，「胴体のひねり」「重心

の移動」「腕のしなり」等が重要であるが，両足連

続跳び越しにおいてできるだけ速く跳び越してい

くためには，胴体のひねり等は必要ではないと考

えられるため，有意な相関が認められなかったと

推察される．しかし，高原ほか 25 ) では，所要時間

と「投げる遊び（ボール遊び）」との間に負の相関

関係が認められたことが報告されており，本研究

の結果と一致していない．その理由としては，高

原ほか 25 ) はボール投げではなく，園所の自由遊び

の時間に幼児の自主性にまかせて実施されたドッ

ジボールや投げっこ，的当てといったボール遊び

を用いているため，最大投力を測定した本研究と

は課題が異なっている可能性がある． 

 両足連続跳び越しのパターン合計点に関しては，

年中女児において立ち幅跳びとの間に正の相関関

係が，年長男児において 25 m走との間に負の相関

関係が，立ち幅跳びとの間に正の相関関係が，そ

して，年長女児において 25 m走との間に負の相関

関係が，ボール投げ，立ち幅跳びとの間に正の相

関関係が認められ，パターン合計点が高いほど基

礎的運動能力が優れていることが示された（表 2，

3）． 前述のように，パターン合計点は敏捷性とは

異なる動作の質的側面を数値化している．中野ほ

か 18 ) は，幼児期の走・投・跳能力の質的な動作の

成就が体力測定結果に影響することを報告してお

り，本研究のように動作の質に着目して評価を行

うことは，基礎的運動能力や体力等の向上にも貢

献できると考えられる．さらに，両足連続跳び越

し動作には，踏み切りのタイミングや空中での高

さ，動きのリズム，着地後のバランスを瞬時に立

て直しコントロールするための能力等が関与して

いると考えられることから，動作の質的側面に基

づいたパターン合計点は，連続跳び越し過程にお

ける両足同時性を維持するための身体の動的平衡

性や協応性といった調整力も反映していると考え

られる．村瀬ほか 16 ) は「動きの中で身体の平衡性

（バランス）を保つことができるので，走る・投

げる・跳ぶといった運動を安定して行うことがで

きる」と述べており，9～10歳の子どもを対象とし

た研究では，20 m走や立ち幅跳びを含む体力テス

トとバランス能力との間に関連が認められている
5)．跳躍動作に関しては，上肢と下肢の協応性が重

要であることも報告されていることから 2 ) ，幼児

期における基礎的運動能力は，走力・投力・跳力・

調整力等を含んで構成され，互いに相関があると

考えられる． 

 本研究では 4歳の年中児，5歳の年長児を対象と

したが，パターン合計点で評価できる動作の質は

年中児から年長児にかけて発達していなかったこ

とから，幼児期以降の児童期・青年期においてど

のように発達していくのか，今後の検討が必要で

あると考える．さらに，「所要時間が短くパターン

合計点が高い群」，「所要時間が短くパターン合計

点が低い群」といった所要時間の長短とパターン
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合計点の高低を基にしたグループに分け，グルー

プ別における上体や上肢，下肢の動作をキネマテ

ィクスの観点から評価することによって，跳び越

し動作のより詳細な動作特性を捉えていく必要が

あると考える． 

結論 

本研究では，幼児における両足連続跳び越しに

関して，従来の所要時間による評価に加え，動作

の質を基に得点化した跳び越し動作パターン合計

点にも着目し，学年差や男女差，さらに走力・投

力・跳力との関係性について検討した結果，以下

のことが明らかになった． 

1） 所要時間は年中から年長にかけて短くなる

が，パターン合計点は幼児期の間では変化は

みられなかった． 

2） 男児は所要時間が短くパターン合計点が低

く，女児は所要時間が長くパターン合計点が

高かったことから，男女間で課題方略に違い

がある可能性が示唆された． 

3） 両足連続跳び越しの所要時間およびパター

ン合計点と基礎的運動能力と有意な相関が

認められた． 

以上のことから，両足連続跳び越しは，所要時

間によって敏捷性を評価できるだけではなく，パ

ターン合計点に着目することによって，動作の質

を数値化できる可能性が示唆された． 
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