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Abstract: The purpose of this study was to clarify the ability of young children to control their grip strength by 
comparing the characteristics of force generation and relaxation. First, participants were instructed to grip as 
strongly as they could (maximum task), and then to adjust to their self-perceived half strength (half generation 
task). They were then asked to adjust to their self-perceived half strength from maximum voluntary strength (half 
relaxation task). Participants’ force levels were recorded. In both the half generation and half relaxation tasks, 
there was no significant difference between boys and girls, and force levels undershot the target level. Moreover, 
there was no relationship between the force levels for half generation and that for half relaxation. It is concluded 
that the accuracy of adjustment to half grip strength after relaxation is lower than that for generation in 5-year-old 
children.
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Ⅰ　緒　言

幼少期は，心身の発育発達が著しく，様々な

随意運動ができるようになっていく時期であり

（佐々木，2002），中枢神経系機能の発達を基盤と

し，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）」といわれ

る動きを調節する能力の発達が著しい．そのため，

幼少期に多くの動きのパターンをバリエーション

豊かに身に付けることは非常に重要であるといわ

れており（佐々木，2007），その後の身体運動へ

の取り組みや意識に大きく影響を及ぼすものであ

るといえるだろう．

幼児の調節能力に関しては，調整力フィールド

テストとして，「とび越しくぐり」，「反復横跳び」，

「ジグザグ走」の 3種目が指標として検討されて

きた（小林，1990；栗本ほか，1981）．これらの

指標を用いた場合，うまい身のこなしができてい

れば，結果として「短時間で規定の運動を行うこ

とができる」，あるいは「一定時間内により多く

の運動を行うことができる」と捉えることが可能

であり，主に動作の素早さを評価しているといえ

る（佐々木，2002，2007）．このような身体をコ

ントロールしながら最大努力での素早い動きを要

する場面はもちろん重要であるが，一方で，幼児

の日常生活における身体運動や遊びについては，

身の回りの時間的または空間的な条件や変化に対

応し，筋エネルギーの出力を抑制しなければなら

ない運動は少なくない（古賀ほか，1996）．最大

努力下や遅いテンポでの動作など，目的に応じて

力を調節する場面を検討することも重要であるだ

ろう．素早さだけではなく，動作の正確さについ

ては，随意的な運動制御能力の 1つであることか

らも（大築，1988），抑制的な側面を含んだ動作

の正確性に着目することは，幼児の調節能力を評
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価する上で必要不可欠であると考えられる．

その 1つとして，速度調節に焦点を当てた研究

では，動作速度の調節やタイミングの正確性につ

いて検討されている．森下（1978）は幼児を対象

に，歩行動作における 3種類の速度調節課題を行

ったところ，「ふつう」から「ゆっくり」への速

度変化は「ふつう」から「はやい」への速度変化

よりも変化幅が小さかったことを示している．ま

た佐々木（2002）は，一定のリズムに合わせる動

作を課題とし，動作リズムの安定性を検討したと

ころ，低年齢児はリズムの間隔にかかわらず動作

の変動が大きかったが，リズムが遅くなるほどタ

ッピング間隔の変動は大きくなったことを報告し

ている．これらの先行研究から，幼児にとって抑

制的に力を調節することは難しいことが報告され

ている．

幼児の調節能力に関して，出力量の調節に着目

した研究としては，これまで跳躍動作が取り上げ

られ，目標距離に対する目安跳び動作を課題とし

た検討がなされている．先行研究では，ボックス

やラインによって提示された目標距離へ跳び分け

る場合（川原，1973；古賀ほか，1996），もしく

は最大跳躍距離に対する相対的な目標距離を自ら

判断し，跳び分ける場合（大高ほか，2016；大高・

藤原，2018；関，2009，2011）における調節能力

や動作特性について評価されている．後者の課題

では，跳び分ける正確性だけでなく目標距離を見

積もる正確性も必要となるが，前者後者いずれの

場合においても，目標距離の情報を視覚的に確認

した上で，跳躍することが可能である．このよう

に跳躍距離を調節する場合には視覚的な情報を用

いることができることから，比較的調節し易いこ

とが考えられる．一方で日常場面では，自らの主

観的な感覚を頼りに運動を遂行する場面も多い．

例えば，幼稚園での遊び場面で，5歳児が 3歳児

と一緒に走ったりキャッチボールをする際には，

5歳児の子どもは自らの全力を出すのではなく，

3歳児に合わせて力を緩めることや，少しだけ力

を出すことなど，場面に応じて力を出し分ける姿

が想像される．しかしながら，幼児にとっては，

力を緩めることやゆっくり動作することは，全力

で力発揮するよりも困難であることも同時に想像

される．このように，思った通りに力を調節する

ことは非常に重要である反面，正確な調節は難し

いことが考えられる．このようなことから，主観

的な感覚に基づく出力調節の能力を検討すること

は非常に重要であるといえる．

そこで本研究では，主観的な感覚を頼りに力調

節を行う「握力」による力発揮を課題として，自

らの主観的感覚に基づいた目標値に対する出力調

節について検討する．握力による力発揮は，対象

物を握る，相手を掴むなど，日常で用いられる代

表的な動作といえるだろう．また，身体運動にお

いて出力を調節する場合，出力を増加させる調節

だけでなく，出力を減少させる調節との兼ね合い

によって，多様な動作を生み出していることから，

力を減少させる局面にも焦点を当てることは非常

に重要であると考えられる．今回は最大努力の半

分（50%）の力を目標値とし，増加による調節と

減少による調節の比較検討を行い，5歳児の男女

における出力調節特性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 5歳児 44

名（男児 23名，女児 21名，年齢：5歳 7ヶ月―

6歳 6ヶ月）であった．表 1に，対象児の体格特

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．また対象児の保護者

には書面により趣旨を説明した上で，同意書にて

対象児の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
図 1に測定の様子を示す．対象児は，立位姿勢

での利き手による握力発揮を行った．測定器は，

表 1　対象児の体格特性（平均値± SD）

身長（cm） 体重（kg）

男児 115.7± 3.2 19.9± 2.1

女児 113.5± 4.2 18.9± 2.0
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握力発揮中のアナログ張力波形がリアルタイムで

記録可能な握力用アタッチメント（T.K.K.5710b，

竹井機器工業）を用いた．グリップの幅は，小学

生を対象とした文部科学省による新体力テスト実

施要領（文部科学省，1999）に合わせて，示指の

第 2関節がほぼ直角になるように対象児ごとに調

節した．課題は以下の 3つであった．

1） 最大握力：最大努力での力発揮

 （0%から 100%へ）．

2） 半分増加：最大努力の半分の力へ調節

 （0%から 50%へ）．

3） 半分減少：最大努力から半分の力へ調節

 （100%から 50%へ）．

対象児は課題に取り組む前に，利き手の調査（お

箸，はさみ，クレヨンを持つ手）によって利き手

を決定し，最大握力課題，半分増加課題，半分減

少課題の順に，各 2試技ずつ行った．対象児には

自らが「半分」であると思う力を発揮すること，

その力を 1s程度保持することを予め教示した．

その際，「最大」および「半分」の力発揮を行う

課題については，説明者がスポンジを握って見せ

ることにより，それぞれの力発揮イメージを伝え

た．全ての課題における調節開始，保持，調節終

了のタイミングは，測定者の声掛けによって行っ

た．

3．	測定項目
発揮された張力は，握力計に内蔵されたストレ

ンゲージにより記録した．張力は AD変換器を介

してコンピュータに 1000 Hzで記録し，データ解

析ソフト Acqknowledge（Biopac Systems）を用い

て処理した．また，測定の際には，課題に取り組

む様子をビデオカメラで記録した．

4．	分析項目
図 2に張力の典型波形を示す．張力波形は，

Low pass filterによって 100 Hz以上の成分を取

り除いた後，移動平均処理（Smoothing factor 

30samples）を行った．調節開始前 300 msの平均

値を基準値とし，調節開始後 10 ms区間ごとに張

力調節速度（N/s）の移動平均値を求め，その値

が 10 ms以上連続して基準値の 40%以下になっ

た値が 10 ms連続した最初の点から 500 msを分

析対象とした（大高・藤原，2016）．この定義に

基づき，張力について各課題 2試行の平均値（kg）

を算出した．半分増加および半分減少課題につい

ては，各対象児における最大握力課題における平

均値（kg）に対する相対値（%）を算出し，目標

値（50%）との誤差（恒常誤差，絶対誤差）をも

って正確性を評価した．恒常誤差は，各平均値か

ら目標値を減じた値を平均し，絶対誤差は，これ

らの値の絶対値を平均した．

5．	統計処理
得られた各変数については，男児および女児に

おける人数分布，平均値および標準偏差で表し

た．半分増加および半分減少課題における相対値

および誤差については，性別（男児，女児）と

課題（半分増加，半分減少）を要因とした二元

配置分散分析を行った．また，相関の検定には

図 1　測定の様子

図 2　張力典型波形（男児 1名の各課題 1試行分）
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Pearsonの積率相関係数を用いた．全ての検定に

おける有意水準は 5%未満とした．

Ⅲ　結　果

1．	最大握力値
図 3に，最大握力課題における平均値の人数

分布を示した．男児は 3 kgから 12 kg台に分布

し，5 kg台と 8 kg台の 2峰のピークがみられた．

女児では 4 kgから 10 kg台の範囲に分布し，6，

7 kg台付近が多かった．また，男女別に平均値を

算出したところ，男児は 7.5± 2.3 kg，女児は 7.0

± 1.5 kgであった．

2．	半分増加と半分減少における人数分布につい
て

図 4に半分増加課題，図 5に半分減少課題にお

ける相対値の人数分布を示した．半分増加課題に

ついて，男児は 10%から 70%台に分布し，女児は，

0%から 60%台に分布していた．半分減少課題に

ついては，男児は 0%から 30%台に分布し，50%

台に 1名分布していた．女児は，0%から 40%台

に分布していた．男女ともに 0%から 10%台以

内に集中していた．

3．	最大握力と半分増加および半分減少との関係
について

また，図 6に最大握力と半分増加および半分減

少の相対値との散布図をそれぞれ示した．図中に

目標となるラインを示し，男児および女児につい

て，それぞれ相関係数を算出した．男児において

は，最大握力と半分増加との間に，有意な負の相

関がみられた（r = -0.418, n = 23, p < 0.05）．男児

の半分減少，女児の半分増加および半分減少につ

いては，最大握力との関係性はみられなかった．

4．	半分増加と半分減少における相対値の平均値
および誤差について

図 7に，半分増加課題と半分減少課題の相対値

について，性別における平均値および標準偏差を

示した．これらの結果について，性別（男児，女児）

と課題（半分増加，半分減少）を要因とした二元

配置分散分析を行ったところ，課題の主効果が有

意であり（F = 43.526, p < 0.001），交互作用およ

び性別の主効果は有意ではなかった．半分減少課

題が半分増加課題よりも有意に小さかった（p < 

0.001）．さらに図 8に，各課題および性別による

恒常誤差および絶対誤差を示した．各誤差におい

て，性別（男児，女児）と課題（半分増加，半分

減少）を要因とした二元配置分散分析を行った．

恒常誤差については，課題の主効果が有意であり

（F = 43.526, p < 0.001），交互作用および性別の主

効果は有意ではなかった．半分減少課題が半分増

加課題よりもマイナス方向に有意に大きかった（p 

< 0.001）．絶対誤差については，課題の主効果が

図 3　最大握力課題における人数分布

図 4　半分増加課題における相対値の人数分布

図 5　半分減少課題における相対値の人数分布



5幼児の握力発揮における出力調節

有意であり（F = 42.058, p < 0.001），交互作用お

よび性別の主効果は有意ではなかった．半分減少

課題が半分増加課題よりも有意に大きかった（p 

< 0.001）．

5．	半分増加と半分減少の関係について
図 9に，半分増加課題および半分減少課題にお

ける相対値の散布図を示し，相関係数を算出した

ところ，男児女児ともに，半分増加と半分減少と

の間に有意な関係性はみられなかった．

Ⅳ　考　察

1．	本研究における対象児の握力発揮特性
最大握力について，春日ほか（2013）が 5.5歳

以上 6.0歳未満の子どもを対象に大規模な調査

を行っており，平均値について，男児は 7.58±

2.14 kg，女児は 7.17± 2.10 kgと報告している．

さらに分布の幅は，男児は 2.5 kgから 13.0 kg，

女児は 3.0 kgから 12.5 kgであり，男女ともに，

図 6　最大握力と半分握力の相対値との関係について（左：半分増加，右：半分減少）

図 7　半分増加および半分減少課題の相対値
（***：p<0.001）

図 8　半分増加および半分減少課題における誤差（左：恒常誤差，右：絶対誤差，***：p<0.001）

図 9　半分増加と半分減少の関係
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二峰性の分布を示していた．本研究における最大

握力の平均値については，先行研究（春日ほか，

2013）の測定結果と類似していたことから（図 3），

本研究での対象児は 5歳児の平均的な傾向を示し

ているといえるだろう．また全体的な分布につい

ては，女児では一峰性であったが，男児において

は先行研究（春日ほか，2013）と同様に二峰性の

分布を示していた．

半分増加の相対値については，男女とも 80%

以下で広範囲に分布する傾向にあったが（図 4），

半分減少の相対値については 60%以下に分布し，

特に 0%から 10%台に集中していた（図 5）．こ

れらの人数分布の傾向から，男女ともに半分減少

のほうが半分増加よりも目標値を大きく下回る傾

向がみられた．

2．	最大握力と半分増加および半分減少との関係
について
最大握力と半分増加および半分減少との関係に

ついては，男児の半分増加においては，有意な負

の相関がみられ（図 6），男児については最大握

力値が大きいほど，半分増加における相対値は小

さかったことから，力発揮能力が高い幼児ほど，

自らの出力を過大評価する傾向が示された．そし

て，男児においては最大握力と半分増加に関係性

がみられたが，女児においては両者に有意な関係

性はみられなかった．1つの要因として，女児に

おける最大握力の分布範囲は男児と比べて狭かっ

たことから，女児では最大握力と半分握力の相対

値に関係性はみられなかったと推察される．

また男児の半分減少，女児の半分増加および半

分減少については，最大握力の大きさと調節能力

には関連性はみられないことが示された（図 6）．

跳躍動作を用いて幼児の出力調節能力を検討した

研究においても，最大跳躍距離の長さと半分距離

への目安跳び動作の正確性との間には関連性はみ

られなかった（大高ほか，2016）．これらのこと

から，本研究においても先行研究を支持した上で，

握力を課題に用いた場合においても，幼児の最大

努力での力発揮能力が高くとも，出力調節能力に

長けているとは限らないことが示唆された．

3．	半分増加および半分減少について
半分増加課題および半分減少課題における調節

の正確性については，2つの観点から考える必要

がある．1つは「調節量」であり，半分増加課題

では増加量，半分減少課題では減少量である．こ

の増加量と減少量の観点から本研究結果を捉える

と，男女ともに半分増加においては必要な量の増

加が行われておらず目標値に達していないが，半

分減少においては目標値を越えて減らし過ぎる傾

向がみられたということになる．もう 1つの観点

は，増加あるいは減少の出力方向に依らない「結

果としての誤差」である．図 7および 8はこの観

点を基に示したものであり，男女ともに半分増加

においては自らの出力を過大評価した結果，最終

的な出力は目標値を下回る傾向となったと考えら

れる．また，半分減少においても目標値を下回る

傾向がみられたことから，半分増加と同じく最終

的な出力については過大評価していたといえよ

う．前者の「調節量」の観点については、調節開

始時の力発揮レベルが異なることから、半分増加

時と半分減少時を対等に比較することが困難であ

る．よって本研究では，後者の「結果としての誤

差」を基に考察を進めることとする．

半分増加については，本研究結果では男女とも

に目標値を下回っていた（図 7）．関・星野（2008）

は，5歳児を対象に半分増加課題での誤差につい

て検討しており，男女ともに目標値よりもオーバ

ーシュートしていたことを報告している．この結

果は本研究結果と逆の結果であるが，理由の 1つ

として，関・星野（2008）の研究では最大値のみ

が表示されるスメドレー式の握力計を用いて力発

揮の最大値を評価しており，保持した力の平均値

を評価した本研究結果とは異なったことが推察さ

れる．

握力発揮とは異なる課題を用いたグレーディン

グに関する先行研究の結果と比較してみると，立

ち幅跳びにおける半分距離への目安跳び動作を課

題とした研究では，5歳児について男児のほうが

女児よりもやや過剰に跳ぶ傾向がみられたが，男

女とも多くが 50%から 60%の距離へ跳躍してい

た（大高ほか，2016）．今回の握力における半分
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増加課題の結果は，この立ち幅跳びを課題とし

た結果とは異なり，目標値を大きく下回り，20%

から 30%の値を示した．これらことから，半分

という同じ目標値に対する調節においても，立ち

幅跳びの場合は視覚的な情報を頼りに調節するこ

とが出来たため，50%に近似していたが，握力

の場合，主観的な感覚のみを頼りに調節しなけれ

ばならなかったため，正確性が低下したことが推

察される．

握力発揮による大人の出力調節能については，

大学生を対象に最大努力に対して複数段階に力を

出し分ける課題を用いて検討されており，ボール

投げ動作や距離感覚よりも主観と客観のずれが大

きいことが報告されている（大築，2006）．特に，

最大努力の 25%や 50%へのグレーディングでは，

目標値を上回り誤差が大きかったことから，比較

的小さい力を正確に調節することは難しいと示唆

されている（関ほか，2010）．これらのことから，

大人においても主観的な感覚に基づく正確な出力

調節は難しいことが示されているが，幼児期にお

いては大人の特徴とは異なる可能性が考えられ

る．

さらに本研究では，半分増加と半分減少の正確

性について比較したところ，半分増加と半分減少

の相対値には有意な差が認められ（図 7），誤差

の方向と大きさを示す恒常誤差では，男女ともに

半分減少が半分増加よりもマイナス方向に誤差が

大きく，誤差の大きさのみを示す絶対誤差では，

半分減少が半分増加よりも誤差が大きかった（図

8）．出力調節の正確性については，成人を対象に

議論している先行研究が多く，等尺性力発揮動作

を用いて検討されている．示指による周期的な出

力調節（Masumoto and Inui, 2010）や上肢（Ohtaka 

and Fujiwara, 2016）や下肢（Ohtaka and Fujiwara, 

2018）を用いた出力調節においては，目標値に対

する誤差は減少時が増加時よりも大きく，正確に

力を減少させる調節は増加させる調節よりも難し

いことが示されている．子どもを対象とした研究

では，出力調節とタイミング調節の関係について

検討されており，周期的な出力調節を課題として，

6歳から 20歳代前半までの横断的な調査が行わ

れている（Harbst et al., 2000）．その結果，出力調

節においては，6歳児の子どもは他の年齢の子ど

もたちよりも減少時が増加時よりも大きな誤差を

示し，かつ目標値を大きく下回っており，全ての

力を抜いてしまう方略を採っていたことが報告さ

れている．この先行研究では，周期的な出力調節

様式であったこと，力調節とタイミング調節が同

時に求められていたことから，タイミングを優先

した方略であったことが考えられる．増加時と減

少時で同じ目標値に対する単発的な出力調節を課

題とした本研究結果においても，これらの先行研

究を支持し，新たに 5歳児においても，男女とも

に半分への出力調節は増加による場合よりも減少

による場合に正確な調節は難しいことが明らかと

なった．　

また半分増加と半分減少については，男女とも

両者に有意な関係性はみられなかった（図 9）．

この結果から，5歳児の半分への出力調節におい

ては，増加時と減少時の正確性には関連がみられ

ないことが示された．今後さらに，対象児数を増

やして考察を深めるとともに，加齢に伴う出力調

節能の発達および獲得過程，増加時と減少時の特

性について検討していく必要があるだろう．

Ⅴ　まとめ

本研究は，5歳児男女の握力発揮における最大

努力の半分の力（50%）に対する出力調節につい

て，増加局面と減少局面を比較することから，幼

児における出力調節特性を明らかにすることを目

的とした．その結果，以下のような結果が得られ

た．

1） 半分増加および半分減少の相対値について

は，両者ともに男女の差はみられなかった．

半分増加においては目標値よりも下回り，半

分減少においては目標値よりも減らし過ぎる

傾向がみられた．

2） 目標値に対する誤差については，男女ともに

半分減少が半分増加よりも大きかった．

3） 半分増加と半分減少の関係については，男女

ともに有意な関係性はみられなかった．
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以上のことから，5歳児の男女における半分へ

の出力調節能力については，減少による場合は，

増加による場合よりも正確性は低下することが示

された．
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