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原著論文 

二次元動作解析からみた幼児のボール投げ動作の特徴 

重松 咲 1)・大高千明 2)・藤原素子 2) 

 

Characteristics of ball throwing motion among young children from the viewpoint of two-

dimensional motion analysis 

 

Shigematsu Saki1), Chiaki Ohtaka2), Motoko Fujiwara2)  

Abstract 

The present study investigated the factors involving distance covered in a throwing motion among 

young children using two-dimensional motion analysis in the sagittal plane. 127 five-year-old 

children (boys: 63; girls: 64) participated in this study. They were instructed to throw tennis balls 

as far as they could. The throwing motion was recorded by using a high-speed video camera. Based 

on their throwing distances, we classified participants into three groups (upper, middle, and lower 

groups) by gender. The following four characteristics of the upper group participants were observed: 

first, they stepped forward. Second, they moved the upper arm forward until the phase of release. 

Third, they released the ball at a high position. Fourth, they threw the ball at an angle close to 30 

degrees with a higher initial speed. Our findings suggest that the significant factors involving 

distance covered in a throwing motion were different between boys and girls, indicating a few 

common factors in both genders critical to distance covered during a throwing motion. 

 

Keywords: throwing motion, two-dimensional motion analysis, 5-year-old children, gender 

キーワード：投動作，二次元動作解析，5歳児，男女 

 

1) 橿原市立光陽中学校 

〒634-0828 橿原市古川町20 Koyo junior high school, 20 furukawa-cho, Kashihara City, Nara 634-0828, Japan 

 

2) 奈良女子大学 生活環境学部心身健康学科スポーツ健康科学コース 

〒630-8506 奈良市北魚屋西町 Nara Women’s University, Faculty of Human Life and Environment, Kitauoya-

nishimachi, Nara City, Nara 630-8506, Japan 



2 

 

 

緒言 

 

 幼児期は，神経機能の発達が著しく，生涯にわた

って必要な多くの運動の基となる多様な動きを獲

得すべき時期である．幼児期に発達および習熟す

る基本的な動作として，体のバランスをとる動き

である「姿勢制御運動」，体を移動する動きである

「移動運動」，用具などを操作する動きである「操

作運動」の3つの運動スキルに分類されている 2)．

中でも操作系動作の 1 つである投動作は，ソフト

ボールや野球といった投球動作を含むスポーツば

かりでなく，身体の使い方や腕の振り方が似てい

るバレーボール，バドミントン，テニスといった生

涯スポーツにもつながる動作である．このことか

ら投動作は，ボールを扱うあらゆるスポーツや運

動にとって欠くことの出来ない基礎的技能といえ

る 14)． 

これまで幼児の投動作についての研究では，動

作様式の発達を観察的評価法により捉えたものが

多い 9, 10, 12)．これらの研究では，幼児期の投動作の

発達には著しい個人差がみられること，投距離が

等しくても投動作に 4パターンから 5パターンの

違いがあることが明らかにされている．このよう

に，幼児を対象とした研究では，観察的な観点から

動作の習熟度により全体の動作をパターン化する

ことで動作様式の発達をみる研究が多くなされて

いる．また，動作を観察評価する「質的指標」と運

動パフォーマンスとしての「量的指標」との関係に

ついて検討した研究もなされている 13, 15)．これら

の研究では，移動系の運動パターンよりもボール

投げを含む操作系の運動パターンの方が運動能力

との関連が強いこと 15)，ソフトボール投げ動作に

おける部分評価が高い群は投距離が長いこと 13)が

示されている．さらに動作学的な観点から分析し

た研究では，福富ほか 1)が年少児における投能力別

に見た動作の違いについて身体各部の水平速度や

腰および肩の 3 次元動作解析から明らかにし，遠

投距離獲得における指導ポイントを示している．

ここでは，投距離が短い年少児に対する指導は，ま

ず上肢の水平速度を高めること，次に腰の大きな

回転を伴ったステップができるようにすること，

そして投射角を獲得させることがポイントになる

ことが示されている．しかしながら，この研究で

は，対象が上位群と下位群それぞれ男女 5 名ずつ

と少ないこと，また，投動作は 2歳頃から 6歳頃

までに急速に洗練化されることから 6)，対象者数を

十分に確保し，年長児についての検討をする必要

があると考える． 

 児童の投動作の研究としては，國土 5)が運動観察

法によって評価観点を検討している．この研究で

は特に運動順序性に着目し，特性要因分析を用い

て動作の因果関係を詳細に調べ，ボール投げ動作

のモデルを作成している．大泉・粕山 11)は矢状面

における二次元の上肢の運動軌跡を用いて，投球

動作における運動発達の運動学的な評価を行った．

ここでは，投距離を獲得するためには，テイクバッ

ク動作とステップ動作を習得することが必要であ

ると結論付けている．また，伊藤ほか 4)は二次元動

作分析により，小学生の投動作における学年別・男

女別の特徴を明らかにしており，学年別の指導ポ

イントを挙げている．さらに，宮崎ほか 7)は三次元

動作分析により，優れた投能力を持つ女子児童の

投動作の特徴を明らかにしている． 

このように，投動作に関する研究はこれまでに

も多く行われてきているが，動作学的な観点から

投動作を分析した研究は，福富ほか 1)の幼児を対象

としたもの，他には児童や成人を対象になされて

いるものがほとんどである．また，中村ほか 9)が示

したように，幼児は投距離が等しくても投動作に

は様々なパターンがみられることから，動作様式

による評価のみで投距離に影響する明白な要因を

明らかにすることは難しい．よって，定性的な観点

だけでなく，定量的な観点と併せて複合的に検討

する必要があると考える． 

 そこで本研究では，年長児（5歳児）の投動作に

ついて動作パターンによる分類に加えて，動作学

的観点から分析を行い，投距離獲得の要因につい

て明らかにすることを目的とした．具体的には，矢

状面における二次元の動作解析を行い，投能力お
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よび性差による比較から投動作の特徴について検

討した． 

 

方法 

 

1．対象被験児 

 対象は，N県の幼稚園に通園する5歳児 156名

（男児：75名，女児：81名）のうち，測定に参加

し，ボール投げに関して右利きの 127名（男児：

63名，女児：64名）とした．表 1に，対象被験児

の月齢および体格特性を示す．測定にあたり，奈良

女子大学研究倫理審査委員会の承諾を得た（承認

番号: 17-04 号）．また保護者には書面により趣旨

を説明した上で，同意書にて測定への参加に対し

て承諾を得た． 

 

 

 

2．課題 

 テニスボール投げを課題とし，できる限り遠く

へ投げるように教示し，1 人 2 試行ずつ行った．

ボールは硬式テニスボール（DUNLOP St. 

JAMES，直径：6cm，質量：57g）を使用した． 

 

3．測定方法 

 被験児の右側方3.5mおよび後方 2.5mより，動

作をハイスピードカメラ（CASIO製，EX-F1）に

より毎秒300コマ，シャッタースピード1/1000秒

で撮影した．キャリブレーションとして，撮影範囲

の 4か所に 1mの棒を地面と垂直に立てコントロ

ールポイントとし，課題時と同様のカメラ位置か

ら撮影した．また，スタートラインと平行に幅2m

のラインを 1m 間隔で引き，投距離を 0.5m 単位

で記録した．ボールがライン幅より外れて落下し

た場合はやり直しとした． 

 

4．分析項目 

4．1 投距離 

 各被験児の 2 試行の記録のうち，投距離が長い

方を分析対象とした．また，投距離の平均値と標準

偏差を基準として，人数ができるだけ均等になる

ように全被験児を3つの群に分けた．具体的には，

平均値±標準偏差の範囲の被験児を中位群とし，そ

れより投距離が長い被験児を上位群，短い被験児

を下位群とした． 

 

4．2 動作パターン 

各被験児の動作は中村ほか 10)の投動作パターン

を用いて，5パターンに分類した（表 2）．パター

ンの分類については，筆者とスポーツ科学を専攻

する大学生が別々に判定し，判断が分かれた場合

は合議を行ったうえで判定した． 

 

 

 

4．3 動作およびボールの軌道の解析 

記録した動画をもとに，Frame-DIAS V（DKH

社）を用いてデジタイズし，2 次元 4 点実長換算

により，矢状面における被験児の動作およびボー

ルの軌道について解析を行った（サンプリング数

60Hz）．被験児の動作を，肩峰点もしくは肘関節が

リリースに向かって前方に動き始める時点「フォ

ワードスイング開始（以下FS）」，ボールが手から

離れた時点「リリース」，リリース後に手首が最も

前方に到達した時点「フォロースルー（以下FT）」

表1．対象被験児の月齢および体格特性（平均値±SD） 

月齢 身長（cm） 体重（kg）

男児 72.6±3.4 115.1±4.2 19.6±2.1

女児 72.7±3.1 113.4±4.5 19.4±2.2

表2．動作パターンの分類（中村ほか，2011） 

動作パターン 動作発達段階の特徴

投射する腕と同じ側の足の前方へのステッピングの導入

によって，支持面が変化する．

投射する腕と逆足のステップがともなう．

パターン4の動作様式に加えて，準備局面での野球の投

手のようなワインドアップ動作がみられる．

上体は投射方向へ正対したままで，支持面の変化や体重

の移動はみられない．

両脚は動かず，支持面の変化はないが，反対側へひねる

動作によって投げる．

パターン5

パターン4

パターン3

パターン2

パターン1
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の 3 つのイベントに分け動作を区分した（図 1）．

そのうえで，以下の項目について分析を行った． 

 

4．3．1 動作時間 

投動作を行う際に前方へ踏み出す足が，地面か

ら離れた時点を「離地」，その後地面に足がついた

時点を「着地」とし，離地から着地までの時間を

「離地-着地時間」とした．なお，踏み出し動作が

なかった者は 0とした．また，FSを基準として，

着地がFSより早い場合は負の値，FSより遅い場

合は正の値として「FS-着地時間」とした．なお，

踏み出し動作がなかった者の値は除外した． 

 

4．3．2 ステップ長 

踏み出し足が地面から離れ，再び着地した時の

両足のつま先間距離を「ステップ長」として算出し

た． 

 

4．3．3 フォワードスイングにおける上肢・ボー

ルの運動 

FS における肘関節からリリースにおける手関

節間の水平前後移動距離と，FS-リリース間のボー

ル移動角度（FSのボール中心点とリリースのボー

ル中心点を結んだ線と，地面と平行な線がなす角），

投射高（リリースにおける地面からボール中心点

までの高さ）を算出した（図2）． 

 

4．3．4 ボールの投射角度・初速度 

投射角度およびボール初速度（リリースにおけ

るボール中心点とリリースから 30ms 後のボール

中心点を結んだ距離を算出し，30msで除した値）

を算出した． 

 

5．統計処理 

各項目の差の検定には，群（上位群，中位群，下

位群）と性別（男児，女児）を要因とした二元配置

分散分析による検定を行った．下位検定として

Bonferroniの多重比較を行った． 

また，月齢，体格特性，および男児のステップ長

図1．動作の区分 

フォワードスイング開始 （FS） リリース フォロースルー （FT）

図2．水平前後移動距離（①），FS-リリース間のボール

移動角度（②），投射高（③） 

リリースFS

①
③

②
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については群を要因とした一元配置分散分析によ

る検定を行い，下位検定としてBonferroniの多重

比較を行った．  

投距離とステップ長の関係については，

Kolmogorov-Smirnov の検定を用いて正規性を

確認した上でPearsonの積率相関係数を求め相関

関係を検討した．なお，統計処理にはSPSS（IBM 

SPSS Statistics Version 25, SPSS Inc.）を使用し，

統計的有意水準は5%未満とした． 

 

結果 

 

 表 3に男女別の群分け結果について，また表4

に男児女児それぞれの上位群，中位群，下位群に

おける各項目の平均値および標準偏差，二元配置

分散分析の結果を示す． 

 

1．投距離 

 本研究における被験児の投距離は，男児は3～

17m，女児は2～9mに分布しており，平均値お

よび標準偏差は，男児が7.9±1.3m，女児が5.6

±0.7mであった．方法で述べた基準により，表

3に示すとおり男女別に被験児を 3つの群に分け

た．群間における月齢および体格特性について男

女別に一元配置分散分析を行ったが，月齢，体格

特性いずれの主効果も有意ではなかった．  

 投距離について，群（上位，中位，下位）およ

び性別（男児，女児）を要因とした二元配置分散

分析を行った結果，有意な交互作用が認められた

（F(2,121)=9.998，p<0.001）．全ての群で男児が女

児よりも有意に長く（すべてp<0.001），上位群

が中位群，下位群よりも，中位群が下位群よりも

有意に長かった（いずれもp<0.001）． 

 

2．動作パターン 

 図 3に上位，中位，下位群における投動作パタ

ーンの分布を示す．男児は，投動作パターンが上

位であるほど投距離が長いといえる．しかしなが

ら，上位群でパターン2に分布する幼児がみられ

る一方で，下位群の中にはパターン4または 5に

上位群 中位群 下位群

男児
20人

(8.5m以上)

19人

(7m以上8.5m未満)

24人

(6.5m以下)

女児
21人

(6.5m以上)

22人

(5m以上6.5m未満)

21人

(4.5m以下)

表3．群分け 

表4．各項目の平均値（標準偏差），二元配置分散分析の結果（*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001, ns: non-significant） 

上位群 中位群 下位群 上位群 中位群 下位群 性別

投距離 男児>女児

（m）  196.763***

動作時間（離地―着地） 男児>女児

（s） 10.202***

動作時間（FS―着地）

（s） 0.024

ステップ長

（m）

水平前後移動距離（FS―ﾘﾘｰｽ時）

（m） 2.238

ボール移動角度 （上位） 男児 < 女児

（deg）  5.465*

投射高

（m） 0.007

投射角度 男児 > 女児

（deg）  4.961*

ボール初速度 男児 > 女児

（m/s）  5.924*

※ステップ長に関して，女児については被験者数が少ないため，男児のみ一元配置分散分析を行った

ns

ns

ns

ns

*

 3.364*

交互作用

***

ns

ns

    13.098***

上位 > 下位, 中位 > 下位

　 8.203***

主効果（F値）

（女児） 上位 > 中位

 3.819*

上位 > 下位

　4.998**

1.055

上位<下位

5.855**

群

上位 > 中位 > 下位

 126.275***

中位 > 下位

40.01

(11.23)

0.31

(0.28)

 -0.04

(0.08)

男児

0.47

(0.14)

0.42

(0.14)

0.21

(0.20)

 -0.02

(0.07)

11.13

(2.11)

7.53

(0.46)

5.04

(1.35)

0.46

(0.10)

0.41

(0.18)

45.86

(16.14)

0.17

(0.19)

25.44

(7.95)

28.80

(6.29)

44.63

(16.09)

25.47

(4.34)

22.77

(12.18)

1.27

(0.16)

1.20

(0.13)

1.17

(0.14)

19.22

(5.32)

39.28

(10.26)

40.77

(21.61)

女児

0.16

(0.15)

22.12

(3.89)

17.46

(9.08)

19.03

(7.25)

27.80

(7.60)

20.99

(5.04)

50.85

(9.61)

18.37

(19.08)

0.01

(0.10)

0.37

(0.14)

0.23

(0.15)

0.02

(0.10)

 -0.05

(0.12)

0.38

(0.11)

0.38

(0.17)

0.24

(0.13)

7.55

(0.96)

5.50

(0.49)

3.67

(0.71)

（男児）

9.30

(17.51)

1.22

(0.08)

1.18

(0.13)

2.531

0.11

(0.11)

 -0.03

(0.06)

0.43

(0.12)

0.11

(0.14)

0.32

(0.14)

0.31

(0.15)

1.25

(0.09)

上位 > 中位・下位
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図3．投動作パターンの分布 
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図4．踏み出し足の分布 

図5．投距離とステップ長の関係 
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分布する幼児がみられた．女児は，いずれの群も

パターン1からパターン4すべてに分布してい

た． 

 

3．踏み出し動作 

 図 4に各群における踏み出し足の分布を示す．

男女とも，上位群で投射する際に左足（投射する

腕と逆側の足）を踏み出す人数が，また下位群で

右足（投射する腕と同側の足）を踏み出す人数が

多いことがわかる．一方，どちらの足も踏み出さ

ずに投射する幼児は，女児ではいずれの群におい

ても 8名程度みられたが，男児では上位群におい

ては 1名であり，中位群，下位群の順に多くなっ

ていた．また，左足での踏み出し動作がみられた

幼児を対象とし，投距離とステップ長との相関係

数を求めた（図5）．男女とも，有意な相関はみ

られなかった．また，男児のステップ長につい

て，一元配置分散分析を行った結果，群間に有意

な差はみられなかった．女児については，対象と

なる被験者数が少ないため，行わなかった． 

 

4．動作時間 

動作時間（離地-着地時間，FS-着地時間）につ

いて，群および性別を要因とした二元配置分散分

析を行った．離地-着地時間については，交互作

用は有意ではなく，性別の主効果が有意であり

（F(1,121)=10.202，p<0.001），男児が女児よりも

有意に長かった．FS-着地時間については，交互

作用は有意ではなく，群の主効果が有意であった

（F(2,121)=5.855，p<0.01）．上位群が下位群より

もマイナス方向に有意に長く（p<0.01），上位群

は着地，FSの順で動作を行うのに対して，下位

群はFS，着地の順で動作を行っていた． 

 

5．フォワードスイングにおける上肢・ボールの

運動 

 水平前後移動距離，ボール移動角度，投射高につ

いて，群および性別を要因とした二元配置分散分

析を行った結果，水平前後移動距離については，交

互作用は有意ではなく，群の主効果が有意であり

（F(2,121)＝3.364，p<0.05），中位群が下位群よりも

有意に長かった（p<0.05）．ボール移動角度につい

ては，有意な交互作用が認められた（F(2,121) =4.057，

p<0.05）．上位群において女児が男児よりも有意に

大きく（p<0.05），女児において上位群が中位群よ

りも有意に大きかった（p<0.05）．投射高について

は，交互作用は有意ではなく，群の主効果が有意で

あり（F(2,121)＝4.998，p<0.01），上位群が下位群よ

りも有意に大きかった（p<0.01）． 

 

6．ボールの投射角度・速度 

 投射角度，ボール初速度について，群および性別

を要因とした二元配置分散分析を行った結果，投

射角度については，交互作用は有意ではなく，群と

性別の主効果が有意であった（群：F(2,121)=13.098，

p<0.001，性別：F(1,121)=4.961，p<0.05）．上位群が

中位群および下位群よりも有意に大きく（p<0.05

およびp<0.001），男児が女児よりも有意に大きか

った．ボール初速度については，交互作用は有意で

はなく，群と性別の主効果が有意であった（群：

F(2,121) =8.203，p<0.001，性別：F(1,121)=5.924，

p<0.05）．上位群および中位群が下位群よりも有意

に大きく（いずれもp<0.001），男児が女児よりも

有意に大きかった． 

 

論議 

 

1．対象被験児の投能力 

本研究で対象としたテニスボール投げの平均値

は，男児7.9m，女児5.6mであった．森ほか 8)の

全国調査による5歳児のテニスボール投げの平均

値は，男児7.2m，女児4.9mとされている．よ

って，本研究の対象児の投能力は，男女とも同年

代と同程度あるいは高かったといえる．男女差に

着目すると，男児が女児よりも有意に長い投距離

を示した．幼児の投能力に関しては，先行研究に

おいて男児優位の性差があると報告されており 3, 

10, 12, 13)，本研究においても投能力には男児優位の

性差があることが確認された． 
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2．動作パターンからみた幼児の投動作 

 図 3 から投動作パターンの分布を群別でみると，

男児に関しては，上位群は投射する腕と逆側の足

の踏み出しが伴うパターン 4 と，準備局面でワイ

ンドアップ動作がみられるパターン 5，中位群は

投射する腕と同側の足の踏み出しが伴うパターン

3とパターン4，下位群はパターン 2，3，4に多く

分布していることがわかる．この結果は，投動作パ

ターンが上位である幼児ほど投距離が長いという

中村ほか 9)の報告と一致している．しかしながら，

上位群の中にもパターン 2 を示す被験児がいた一

方で，下位群においてパターン 4 またはパターン

5 の発達した投動作パターンを示す被験児が存在

した． 

女児に関しては，いずれの群も支持面の変化や

体重の移動がみられないパターン 1 からパターン

4 までの間に広く分布していたことから，投距離

による群分けと投動作パターンには顕著な関連が

ないといえる．この結果は，投動作パターンが同じ

であっても，投距離にはかなりの違いがあること，

投距離が等しくても投動作パターンに 4 パターン

から 5 パターンの違いがあるという中村ほか 9)の

報告と一致しており，幼児期の投動作は投動作様

式の面からの観察的評価だけでなく，幼児の投動

作そのものを運動学的な観点からパフォーマンス

を量的に評価し，把握することが必要であること

を示唆している． 

 

3．動作学的観点からみた幼児の投動作 

ここでは，下肢の動作と上肢の動作，ボールの

投射角度および初速度について，投能力と性別の

違いから考察する． 

下肢の動作に関しては，離地-着地時間におい

ては，群による差は認められなかったが，男児が

女児よりも有意に長かった．この結果には踏み出

し動作の有無が関係していると考えられ，男児で

は踏み出し動作を行う被験児が多かったため，離

地-着地時間が長くなったといえる．また図4に

示すように，男児は投射する際に上位群ほど左足

（投射する腕と逆側の足）を踏み出しており，下

位群ほど右足（投射する腕と同側の足）を踏み出

す，またはどちらの足も踏み出していない被験児

が多かった．このことから，投射する腕と逆側の

足の踏み出しがみられる幼児ほど投距離が長いと

いえる．一方，女児ではどちらの足も踏み出さず

に投射する被験児がいずれの群においても多くみ

られるが，左足を踏み出している被験児は上位群

で多く，下位群では僅かであった．このことか

ら，女児においてもどちら側の足を踏み出すかが

投距離に影響している可能性があると考えられ

る．伊藤ほか 4)は，一般的な小学生を対象にソフ

トボール投げ動作の二次元動作分析を行い，学年

別・男女別の投動作の特徴を調べた．その結果，

男女とも学年進行によりボールリリース位置が有

意に前方になることを明らかにしており，その要

因としてステップ幅の増大を挙げている．本研究

で対象とした5歳児ではステップ動作の発現には

ばらつきがあったものの，投射する腕と逆側の足

によるステップ動作の重要性が示されたといえ

る． 

足の踏み出しと上肢の動作とのタイミングを示

す FS-着地時間においては，男女差は認められず

上位群が下位群よりもマイナス方向に有意に長か

った．本研究では，FSを基準として，着地が FS

より早い場合は負の値，FSより遅い場合は正の値

で評価した．このことから，上位群は着地，FSの

順で動作を行っているのに対して，下位群では逆

にFS，着地の順で動作を行っていた被験児が多い

ことが分かった．上位群では，踏み出し足を着地し

た後に，上腕をリリースに向かって動かし始める

ことで，より大きな投距離を獲得したことが推察

される． 

上肢の動作に関しては，水平前後移動距離（FS-

リリース）において中位群が下位群よりも有意に

長かった．大泉・粕山 11)は，投動作を矢状面から

みた上肢の運動軌跡を用いて運動発達の評価を行

い，テイクバック動作に前方へのステップ動作が

加わった二峰性-楕円型の運動軌跡が最も楕円比

率が高く，また投距離が長いと報告している．本研

究の男児においても，前方への踏み出し動作がみ
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られ，上肢の水平前後移動距離が長い幼児の投距

離は長かったことから，先行研究と一致している．

よって，男児において投距離を獲得するためには，

投射する腕と逆側の足で踏み出し動作を行い，上

肢の水平前後方向における運動を大きくすること

が重要であるといえる． 

宮崎ほか 7)は，全国大会の女子ソフトボール投げ

に出場した女子児童を対象とし，上位群と下位群

の 3 次元動作分析による比較から，投動作の特徴

について検討した．その結果，上位群の特徴とし

て，リリース局面で肘関節が伸展位であることを

挙げている．本研究では，FS-リリース間のボール

移動角度は，上位群において女児が男児よりも有

意に大きく，女児において上位群が中位群よりも

有意に大きかった．また，男女ともに，投射高は上

位群が下位群よりも有意に大きい値を示している．

これらのことから，上位群はリリース時において

肘関節がより伸展位であり，それにより投射高が

高くなったと考えられる．ここから，男女ともに肘

関節を伸展させ，より高い位置でリリースするこ

とが投距離を獲得する重要な要因であるといえよ

う． 

 次に，ボールの投射角度および初速度について

は，上位群が他の 2 群よりも有意に大きかった．

年少児を対象とした福冨ほか 1)の研究においては，

男女ともボール初速度において上位群の方が有意

に高い値を示しており，投射角度においては男児

のみ上位群の方が有意に高い値を示している．ま

た，理想的な投射角度はおよそ 30degとされてお

り，年少男児の上位群において平均投射角度

31.3degと小学校中・高学年の段階に近い，理想的

な投射角度であったと報告している．本研究にお

いては，ボール初速度に関しては先行研究と同様

の結果となった．一方，投射角度は先行研究とは異

なり，女児においても上位群が有意に高い値を示

した．本研究の上位群では，男児の平均投射角度は

28.8deg，女児は27.8degであったことから，男女

とも上位群においては理想的な投射角度であった

と考えられる．よって，男女ともに，より大きな初

速度で 30degに近い角度で投射することが投距離

に寄与する要因の一つであることが示唆された． 

 

4．まとめ 

本研究では，127 名の 5 歳児男女における投動

作に対して，動作パターンの分類および矢状面に

おける動作解析を行った．その結果，動作パターン

の分布は男女で異なる様相を示すこと，投能力と

動作パターンには明確な関連がみられないことが

示された．また，投距離が長い 5 歳児の動作の男

女で共通した特徴として，1）前方への踏み出し動

作がみられる，2）踏み出し足を着地してから，上

腕をリリースに向かって前方へ動かし始める，3）

より高い位置でリリースする，4）より大きな初速

度で 30degに近い角度でボールを投射する，とい

う 4 点が明らかとなった．さらに，男児では投射

する腕と逆側の足での動作を行うことで，一方，女

児ではボール移動角度を大きくすることで，それ

ぞれ投距離を獲得していることが明らかとなった．

本研究により，投距離獲得に向けた動作の特徴に

関して，男児と女児で共通する要因と，異なる要因

が新たに明示された． 
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