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abstract

The purpose of this study was to elucidate the relationship between cognition and performance in

controlling the half-distance of the maximum standing long jump among 4- and 5-year-old children and to

clarify the age and sex difference.

First, subjects were instructed to jump as far as they could. Next, they pointed to the half-distance of their

maximum distance, as judged by themselves（cognitive task). After that, they jumped to their self-perceived

half-distance（half-jump task). Both the subjectsʼ perceived and actual distances were recorded. As a result,

in the cognitive task, the relative values of the 4-year-old children were distributed over the wide area of the

10-100％ stand. On the other hand, those of the 5-year-old children were distributed over the 30-90％ stand,

and many of them converged to a 40-60％ stand. In the half-jump task, the relative values reached a similar

distribution to the cognitive task, and significant correlations were found between the cognitive and half-

jump tasks for both age and sex. In both the cognitive and half-jump tasks, the boys showed greater values

than the girls, and 4-year-old children showed greater values than did the 5-year-old children.

It is concluded that the ability to both perceive and actually attain the half-jump distance developed

markedly between the ages of 4 and 5. In addition, among all children, it was suggested that the ability to

perceive the half-distance strongly effected on the actual half-jump performance.
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幼児，跳躍動作，調節能力，認知とパフォーマンス

Ⅰ 緒 言

幼児期は，身体のさまざまな動きを力量的，空

間的，時間的に調節する能力である，いわゆる「調

整力（高井，2007）」や「運動コントロール能力（杉

原ほか，2011）」の発達が著しい時期である．
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幼児の体力テストの項目に挙げられている跳躍

動作は，系統発生的に獲得され，2歳頃から可能

となり，7，8歳頃までに成熟した立幅跳の動作が

確立するといわれているが，10，11歳頃の子ども

でも成熟型としての動作様式でない例がみられる

ことから，学習的要素が強く，身体各部位の協調

的な動きが重要であり，調整力を要する動作であ

ることが推測される（佐々木，2005）．

これまで幼児の跳躍動作については，動作特性

に着目したものが多く，動作の発達過程を観察的

に捉えた研究（Hellebrandt，1961；宮丸，1973；

中村ほか，2011）や，動作の評価や完成度につい

ての研究（國土，2005；飯干，2007；石黒・高井，

2013）が報告されている．キネティクス的研究と

しては，跳躍距離と全身パワー発揮能力の関係（加

賀田ほか，2008），キネマティクス的研究では，膝

関節や股関節などの身体部位の動作解析から，跳

躍距離獲得における動作特性（大村・森，2008；

濱口ほか，2013）が示されている．また児童の跳

躍動作特性についても，定量的かつ定性的に明ら

かにされている（比留間・植屋，2007；陳，2008；

陳ほか，2010，2011）．

このように，どれだけ遠くに跳ぶことができる

かという跳躍能力に着目した研究は多く報告され

てきているが，意図したところへ跳び分けるとい

う出力量の調節能力に着目した報告は数少ない．

幼児の跳躍動作における調節能力については，最

大下の異なる距離へのねらい跳び動作を運動課題

として用い，目標となる地点への跳躍動作を評価

することで検討している（川原，1973；古賀ほか，

1996；関，2009，2011）．そのうち，関（2009）は，

幼児は膝関節角度および屈曲―伸展の変化量を操

作することによって，距離を調節していることを

報告している．しかしながら，これらの研究にお

けるねらい跳びでは，ボックスやラインを提示す

ることによって目標地点が視覚化されており，幼

児が自ら目標距離を見積もった上での跳躍動作で

はない．

幼児が目標距離を見積もる跳躍動作を検討した

研究としては，関（2009，2011）が最大跳躍距離

に対する「半分」の教示による跳躍（目安跳び）

を課題として調べている．そして，目安跳びでは，

ねらい跳びよりも正確性が低下することが示され

ている．しかしながら，この研究で調べた実際の

跳躍距離だけでは，生じた誤差が半分の見積もり

の正確性に起因しているのか，あるいは動作の正

確性に起因しているのかについて，判断できない．

そのため，実際の跳躍動作だけでなく，半分の跳

躍距離に対する「認知」についても検討する必要

がある．この点を踏まえながら，立ち幅跳びの目

安跳び動作について，認知と関連付けて幼児の調

節能力を明らかにすることは重要であると考えら

れる．

そこで本研究では，幼児の調節能力に焦点を当

て，幼児が自ら判断し跳躍距離を調節する課題で

ある目安跳び動作を用いて，半分距離の認知と半

分跳躍動作のパフォーマンスとの関係を明らかに

することを目的とした．

Ⅱ 方 法

1．対 象

対象は，N県の N幼稚園に通園する 4歳児 48

名（男児：22名，女児：26名，年齢：4歳 7カ月〜

5歳 6カ月），5歳児 56名（男児：27名，女児：29

名，年齢：5歳 7カ月〜6歳 6カ月）の計 104名で

あった．表 1に，対象者の体格特性を示した．測

定にあたり，奈良女子大学研究倫理審査委員会の

承認を得た．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．課題および測定手順

立ち幅跳びの動作および認知について，以下の

3つの課題を設けた．

1 ) 運動課題

①最大跳躍課題（図 1a）：最大努力による跳躍

動作．

「できるだけ遠くまで」跳躍するように教示し
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男児
4 歳児

体重（kg)身長（cm)

115.0±5.3男児
5 歳児

表 1 対象者の体格特性（平均値±SD)

20.0±2.5114.7±4.7女児

16.9±1.7107.2±3.9女児

18.1±3.0109.2±3.7

19.7±2.4



た．

②半分跳躍課題（図 1b）：最大跳躍距離に対す

る半分（50％）距離への目安跳び動作．自らが「半

分」であると判断したところへ跳躍するように教

示した．

2 ) 半分認知課題（図 2）：踏切地点から最大跳

躍の半分距離への指さし動作．

自らが「半分」であると判断したところを指さ

すように教示した．

最大跳躍課題，半分認知課題，半分跳躍課題の

順に，各 1試技ずつ行った．

3．測定項目

動作について，右側方からハイスピードカメラ

（EX-F1，CASIO製）により毎秒 300コマで撮影

し，運動課題における踏切ラインからつま先まで

の跳躍距離（最大跳躍距離，半分跳躍距離）およ

び半分認知課題における踏切地点から指さした地

点までの認知距離（半分認知距離）を記録した．

4．分析項目

半分跳躍距離および半分認知距離については，

最大跳躍距離に対する相対値を算出し，目標距離

（50％）との誤差をもって正確性を評価した．

5．統計処理

得られた測定値については，各年齢における男

児および女児の平均値および標準偏差で表した．

半分跳躍距離および半分認知距離における相対値

の各変数について，年齢（4歳児，5歳児）と性別

（男児，女児）を要因とした二元配置分散分析によ

る検定を行い，下位検定として Bonferroniの多

重比較を行った．また，相関の検定にはピアソン

の積率相関係数を用いた．なお，全ての検定にお

ける有意水準は 5％未満とした．

Ⅲ 結 果

1．最大跳躍距離

最大跳躍距離の平均値については，4歳児男児

（80.5±16.3 cm）および女児（79.5±15.0 cm），

5歳児男児（101.9±20.1 cm）および女児（93.0

±14.9 cm）であった．

各年齢における最大跳躍距離の人数分布を図 3

に示す．4歳児については，40〜100 cm台に，5

歳児では 60〜150 cm台に分布していた．

2．最大跳躍および半分跳躍の特性について

図 4に，最大跳躍距離と半分跳躍距離との散布

図を示した．両年齢および性別において，半分跳

躍では目標となる半分距離よりも跳び過ぎる傾向
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（a）最大跳躍課題（100％) （b）半分跳躍課題（50％)

図 1 運動課題

図 2 半分認知課題



がみられ，この傾向は 4歳児が 5歳児よりも，ま

た男児が女児よりも顕著であった．また，図 5に

最大跳躍距離と半分跳躍距離の相対値との散布図

を示したところ，最大跳躍距離と半分跳躍距離の

相対値との関係性はみられなかった．

3．半分認知と半分跳躍の関係について

図 6，7に，各年齢における半分認知距離およ

び半分跳躍距離における相対値の人数分布を示し

た．4，5歳児ともに，各年代の半分認知距離と半

分跳躍距離のばらつきは，類似した分布を示した．

半分認知距離について，4歳児では，全体として

は 10〜100％台の広範囲に分布しており，女児は

男児よりも目標値である 50％台付近が多かった．

5歳児においては，約 8割が 40〜60％台であった．

半分跳躍距離について，4歳児では，全体として

は 10〜100％台の広範囲に分布しており，女児は

男児よりも目標値である 50％台付近が多かった．

対して 5歳児全体の分布範囲は，30〜80％台の範

囲で，男女ともに多くが 40〜60％台に分布してお

り，男児の方が目標値よりもやや大きく跳ぶ傾向

がみられた．

そこで，図 8，9に半分認知距離および半分跳

躍距離の相対値について，年齢および性別におけ

る平均値および標準偏差を示した．またこれらの

結果について年齢（4歳児，5歳児）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．半分認知課題については，年齢と性別の主効

果が有意であった（年齢：F（1，99)＝9.149，p＜
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.01，性別：F（1，99)＝6.188，p＜ .05）．交互作

用は有意ではなかった．多重比較の結果，男児が

女児よりも有意に大きく（p＜ .05），4歳児が 5

歳児よりも有意に大きかった（p＜ .01）．半分跳

躍課題については，年齢と性別の主効果が有意で

あった（年齢：F（1，99)＝7.344，p＜ .01，性別：

F（1，99)＝5.131，p＜ .05）．交互作用は有意で

はなかった．多重比較の結果，男児が女児よりも

有意に大きく（p＜ .01），4歳児が 5歳児よりも

有意に大きかった（p＜ .05）．

さらに，図 10に半分認知および半分跳躍距離

における相対値の散布図を示し，相関係数を算出

したところ，各年齢において，有意な正の相関が

みられた（4歳児：r＝ .365，n＝48，p＜ .05，5歳

児：r＝ .838，n＝56，p＜ .001）．この結果より，

4歳児においても，5歳児においても，半分跳躍距

離は半分認知距離に影響され，特に 5歳児におい

て顕著であることが示された．

また，半分跳躍距離の相対値から半分認知距離

の相対値を減じた値を誤差とし，図 11に各年齢

および性別による誤差を示した．図 11aにおけ

る誤差の分布より，両年齢および性別において，

マイナス方向への誤差がやや大きいことから，自

身の半分認知距離よりも短く跳躍した幼児が多

かったことが示された．誤差の平均値と標準偏差

（図 11b）については，4歳女児，4歳男児の順に

誤差のばらつきが大きく，−100％から＋60％の

間に分布していた．一方，5 歳児になると，−

20％〜＋20％の間に収束した．

Ⅳ 考 察

1．本研究における対象幼児の特性

最大跳躍距離の平均値について，2008年の全国

調査における 5歳前半および 6歳前半の測定結果

（森ほか，2010）と比較したところ，本研究におけ

る平均値は両年齢および性別とも 10 cm程度短

かった．さらに，図 3に示した最大跳躍距離の分

布について，2007〜2011 年の間に測定された

4.5〜5.0歳および 5.5〜6.0歳の分布変化（春日

ほか，2013）との比較では，本研究のほうが両年

齢および性別において，最大距離は劣っていたも

のの，最小距離および平均値を含め全体的な分布

は類似していた．

2．最大跳躍と半分跳躍について

最大跳躍距離と半分跳躍距離の相対値との有意

な相関はみられなかったことから，跳躍能力と調

節能力には関連性はみられないことが示された．
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すなわち，幼児の最大努力下での力発揮能力が高

くとも，出力調節能力が正確であるとは限らない

ことが示唆された．このことからも，幼児の半分

跳躍のパフォーマンスは，最大距離跳躍のパ

フォーマンスではなく，半分認知の正確さに依存

したことが推察される．

3．認知とパフォーマンスについて

幼児の跳躍動作における調節能力について，半

分認知課題および半分跳躍課題の正確性について

年齢および性別から検討し，認知とパフォーマン

スとの関連について考察する．本研究では，最大

跳躍距離の半分距離を指さすという認知課題を用

いて，半分距離に対する幼児の見積もりを評価し

た．

半分という概念の理解については，物体や液体

を「半分」に配分するという課題を用いて幼児の

配分行動に着目した研究において，「1つ，2つ…」

と数えられる分離量では 5歳以降，連続量では 5

歳から 6歳にかけて正答率が上昇することが報告

されている（山名，2002，2004）．このことから，

半分という概念については 5歳児でおおよその理

解がなされるが，その認知や判断は課題によって

差がみられると考えられる．配分課題の場合，幼

児が同数や同量であることの結果を視覚的に識別

することが可能であり，配分することでその結果

も明白となる．しかしながら，本研究における半

分認知課題は，跳躍距離を視覚的に識別し，比較

することが困難であり，配分課題よりも難易度は

高かったことが窺える．

本研究における半分認知課題について，4歳児

は 10％から 100％台の広範囲を指さしており，5

歳児では，約 8割が 40％から 60％台を認知して

いたが，全体としては 30％から 90％台にばらつ

いていた．このことから，距離という連続量にお

ける半分を認知することは 4歳から 5歳にかけて

大きく発達するが，5歳児においても発達途中に

あることが示唆された．

さらに，年齢および性別による平均値の比較で

は，4歳児は 5歳児よりも，男児は女児よりも有

意に大きな値であり，半分の距離よりも遠くの地

点を指さしていたことから，年齢があがるほど認

知が正確になるとともに，男児は女児よりも半分

の距離を過剰に見積もっていたことが示唆され

た．

対して，半分跳躍課題については，4歳児では

10％から 100％台と広範囲に分布していたのに比

べ，5歳児では，関（2009）の 5歳児の目安跳びに

おける結果と類似した分布を示し，30％から 80％

台に集約された．また，古賀ほか（1996）によれ

ば，40，60，80％へのねらい跳びにおいては，4歳

から 5歳にかけて急速に発達することが示されて

いる．このことから，半分跳躍というパフォーマ

ンスについても，4歳から 5歳にかけて大きく発

達することが推察される．

年齢および性別による平均値の比較では，4歳

児は 5歳児よりも，男児は女児よりも有意に大き

な値であり，半分の距離を越えて跳躍していたこ

とから，年齢があがるほどパフォーマンスは正確

になるとともに，いずれの年齢においても，男児

は女児よりも半分の距離を跳び過ぎていたことが

示された．定本・大築（1977）は成人女子を被験

者とし，垂直跳および立幅跳を課題とし，最大跳

躍距離の 20，40，60，80，100％の 5段階へ跳び分

ける目安跳びを行わせている．その結果，全ての

段階において目標距離よりも跳び過ぎる傾向があ

り，特に短い目標距離において，その傾向が顕著

であったことを報告している．これらのことか

ら，幼児においても，成人と同様に目標距離を過

少評価する傾向がみられたといえる．

以上，半分認知課題と半分跳躍課題の結果から，

4歳児よりも 5歳児と年齢があがるほど，かつ男

児よりも女児のほうが，「半分」の認知およびパ

フォーマンスは正確であり，年齢および性別に

よって正確性が異なることが示唆された．

さらに，認知とパフォーマンスとの関係につい

ては，いずれの年齢においても，半分認知距離と

半分跳躍距離に有意な正の相関がみられ，特に 5

歳児のほうが強い相関関係がみられたことから，

パフォーマンスは認知に強く影響され，年齢があ

がるほど，自身が半分であると認知した距離へ跳

躍する能力，すなわち，思ったところへ跳躍する

能力が高まったことが推察される．

また，認知とパフォーマンスのずれに着目した

ところ，男女とも 4歳児は 5歳児よりも誤差のば

らつきが大きく，5歳児では半分認知距離と半分
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跳躍距離のずれが±20％の範囲内に収束する傾向

がみられたことからも，年齢があがるほど，自身

が思ったところへ跳躍するという調節能力は高

まっていることが考えられる．

視覚的な目標物がない目安跳び動作の場合は，

目標物のある，ねらい跳び動作と比べて，その目

標距離と実際に跳躍した距離との誤差は大きくな

る（関，2011）．本研究においても，視覚的な目標

物がなく，自らが判断した距離へ跳躍した結果，

半分よりも過剰に跳躍する幼児が多くみられた

が，本研究では，認知とパフォーマンスとの関係

を明らかにしたことで，跳躍の誤差の要因となっ

ているのは，認知段階の誤差によるものであるこ

とが明らかとなり，認知が実際の動作へ与える影

響が大きいことが示唆された．

Ⅴ まとめ

本研究は，4，5歳児の立ち幅跳びにおける最大

跳躍および最大跳躍距離に対する半分（50％）距

離への目安跳び動作に着目し，半分距離の認知と

実際のパフォーマンスとの関係を明らかにするこ

とを目的とした．対象となった幼児は，最大跳躍

を行った後，半分認知課題として，跳躍地点から

半分距離への指さし動作，半分距離への目安跳び

動作を行った．その結果，以下のような結果が得

られた．

1 ) 半分認知課題については，相対値の人数分布

は 4歳児では広範囲に分布していたが，5歳

児では 40％から 60％台に多くが収束した．

また，4歳児は 5歳児より，男児は女児より

も，半分以上の距離を指さしており，認知の

正確性は低かった．

2 ) 半分跳躍課題についても，相対値の人数分布

は 4歳児から 5歳児にかけて 50％付近に収

束し，4歳児は 5歳児より，男児は女児より

も，半分以上の距離を跳躍しており，動作の

正確性は低かった．

3 ) 半分認知と半分跳躍の関係については，半分

認知距離と半分跳躍距離における相対値につ

いては有意な相関がみられ，4歳児よりも 5

歳児，男児よりも女児において，半分の認知

および動作は正確であった．

以上のことから，半分認知能力および跳躍距離

調節能力は，4歳から 5歳にかけて著しく発達し，

女児は男児に比べて半分の認知および動作が正確

であることが示された．さらに，見積もりが正確

であれば，見積もった距離への跳躍動作は正確で

あり，認知が実際のパフォーマンスへ与える影響

が大きいことが示唆された．

謝 辞

本研究の実施にあたり，ご協力いただいた対象幼稚

園の先生方，また実験参加にご快諾いただいた園児お

よび保護者の皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上

げます．

付 記

本研究は，平成 26年度奈良女子大学特別経費「こ

ころとからだの健康を維持増進するための生活科学

研究拠点の形成」により行われた．

また，本研究は日本発育発達学会第 13回大会にて

発表した内容を加筆修正したものである．

文 献

陳周業（2008）児童における基本動作発達に関する運

動学的研究：立ち幅跳びに着目して，広島大学大

学院教育学研究科紀要，57，309-315

陳周業，石井良昌，渡部和彦（2010）児童の立ち幅跳

びにおける関節可動域のバイオメカニクス的研

究，発育発達研究，48，1-7

陳周業，石井良昌，渡部和彦，上田毅，黒川隆志（2011）

児童期の立ち幅跳びにおける上肢と下肢のタイ

ミングの取り方に関する研究，トレーニング科

学，23，77-85

濱口幸亮，春日晃章，福冨恵介，内藤譲（2013）幼児

の跳躍動作におけるキネマティクス的研究：3歳

男児を対象として，岐阜大学教育学部研究報告，

37，87-93

Hellebrandt, F. A.（1961）Physiological analysis of

basic motor skillsⅠ. Growth and development of

jumping, Am J Phys Med, 40, 14-25

比留間浩介，植屋清見（2007）発達バイオメカニクス

からみた児童の立ち幅跳びの動作特性，山梨大学

教育人間科学部紀要，9，55-62

飯干明（2007）走・跳・投の基礎的動きの完成度，臨

床スポーツ医学，24，1175-1180

石黒圭，高井和夫（2013）幼児の基本的動作の観察的

発育発達研究 第 71号 2016年 5月16



評価方法の開発の試み，文教大学教育学部紀要，

46，85-94

加賀田直樹，袴田智子，船渡和男（2008）幼児の立ち

幅跳び能力に関する運動学的分析，日本体育大学

体育研究所雑誌，33，116-119

春日晃章，中野貴博，福冨恵介（2013）幼児期におけ

る体力・運動能力の個人差：加齢に伴う分布の変

化に着目して，体育の科学，63，161-173

川原ゆり（1973）跳躍動作の調整，体力科学，22，101-

110

古賀範雄，音成陽子，青柳領，上田毅，川原弘之（1996）

幼児の跳躍運動における距離調整能力の発達に

ついて，発育発達研究，24，29-35

國土将平（2005）動作評価チェックシートの試案，子

どもと発育発達，3，21-27

宮丸凱史（1973）幼児期の基礎的運動技能における

Motor Patternの発達―2―：幼児の立幅跳におけ

る Jumping Patternの発達過程，東京女子体育大

学紀要，8，40-54

森司朗，杉原隆，吉田伊津美，鈴木康弘，中本浩揮，

近藤充夫（2010）2008年の全国調査からみた幼児

の運動能力，体育の科学，60，56-66

中村和彦，武長理栄，川路昌寛，川添公仁，篠原俊明，

山本敏之，山縣然太朗，宮丸凱史（2011）観察的

評価法による幼児の基本的動作様式の発達，発育

発達研究，51，1-18

大村一光，森司朗（2008）幼児の運動能力に関する研

究：跳運動における運動様式の実態と課題，南九

州地域科学研究所所報，24，27-40

定本朋子，大築立志（1977）跳躍動作における出力制

御の正確性：跳躍距離の gradingおよび再現の特

性，体育学研究，22，215-229

佐々木玲子（2005）跳ぶ動作の発達，子どもと発育発

達，3，182-184

関智美（2009）幼児の立幅跳における跳躍距離調節に

ついて，奈良佐保短期大学研究紀要，17，1-9

関智美（2011）成人と幼児における立幅跳の跳躍距離

調節，奈良佐保短期大学研究紀要，19，9-17

杉原隆，吉田伊津美，森司朗，中本浩揮，筒井清次郎，

鈴木康弘，近藤充夫（2011）幼児の運動能力と基

礎的運動パターンとの関係，体育の科学，61，455-

461

高井和夫（2007）子どもの調整力に関する研究動向に

ついて（第 2 報），文教大学教育学部紀要，41，

83-94

山名裕子（2002）幼児における均等配分方略の発達的

変化，教育心理学研究，50，446-455

山名裕子（2004）幼児における連続量の配分行動：分

離量を用いた実験結果との比較，教育心理学研

究，52，255-263

（受付：2015年 9月 30日，受理：2016年 1月 28日)

発育発達研究 第 71号 2016年 5月 17

2014年奈良女子大学大学院人間文化研究科博士前期課程

人間行動科学専攻修了，修士（文学）．現在，奈良女子大学

大学院人間文化研究科博士後期課程社会生活環境学専攻に

在籍．2016年より現職．

主な研究テーマは，ヒトの筋出力制御メカニズム，子ども

の調節能における発育発達．

日本体育学会，日本バイオメカニクス学会，日本発育発達

学会の会員．

大高 千明（おおたか ちあき)

現職：奈良佐保短期大学講師


