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スポー ツ テストの 評 価に おけ る 一考 察
～体格差が評価に及ぼす 影響について～
中津

■

功喜 （ 教 育学部・小 学校教員養 成課程 ）

はじめに
スポーツ テスト の分析 結果に 基づい て、子 供の体力 低下を 示唆す る研究 報告は 数多い。

一 方、児童 ・生徒 の身長 や体重 等の形 態は、 年々向上 傾向に あると 言われ 、スポ ーツテス
ト の評価に 関して も、こ れら形 態要素 を加味 した考察 を行っ てみる 必要が あると 考える。
例えば、 筋持久 力をみ る「懸 垂腕屈 伸」の 運動では 、個人 の体重 はテス ト結果 にマイナ
ス 要因とし て働く 。この 時、挙 上回数 が同じ ならば、 現行テ ストの ように 体重の 大小に関
係 なく同じ 筋持久 力であ ると評 価する のか、 体重の大 きい者 は体重 の小さ い者に 比べ高い
評 価をつけ るのか 、体力 の評価 理念・ 基準に よって結 果が異 なって くる。 本研究 では、後
者 の立場に 立って 、青森 県の児 童・生 徒の体 力の経年 的推移 を身長 と体重 の形態 要素を加
味し て検討を加 えた。
■

研究方法
本研究で は、以 下の項 目につ いて、 青森県 の児童･生徒の 「体力 ･運動能 力調査 報告書」

を基 に、1972 年 ～ 1993 年までの 20 年 間の年次 的推移を調 査した。
１ ．形態
（１）身長

（２） 体重

２ ．体力要素

■

（１）筋力

握力＆背筋 力

（２）筋持 久力

懸垂腕屈伸

（３）全身 持久力

踏み台昇降 運動

（４）柔軟 性

伏臥上体そ らし

（５）瞬発 力

垂直とび

（６）敏捷 性

反復横とび

立位 体前屈

50 ｍ走

走り幅跳 び

ハンドボ －ル投げ

結果及び考 察

１．形 態について
青 森県の児童 ・生徒の身 長と体重は、男・女と も全年齢に おいて年次 的に増加し ている。
その 値は、20 年間で 、身長が男 子２ cm ～ 6.5cm、女 子３ cm ～５ cm の 範囲で伸 び、体重
は、 男子が 2.5kg ～ ７ kg、 女子が３ kg ～ ５ kg の範囲 で増加して いる。
２．体 力・運動能 力について
（ １）筋力 を評価 する握 力テス トの結 果は、 男・女と も増加 傾向を 示す年 齢、減 少傾向を
示 す年齢が あり、 一定の 傾向は 認めら れない 。一方、 背筋力 は、全 体的に 減少傾 向を示す
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-2も のの、身 長を考 慮した 、腰関 節トル クとし て再評価 すると 、減少 の統計 的有意 差はなく
なる 。
（ ２）筋持 久力を みる懸 垂腕屈 伸のテ ストで は、男・ 女とも 全年齢 におい て記録 が低下し
て いる。し かし、 このテ ストの 成績に マイナ ス要因と して働 く体重 を加味 すると 、背筋力
と同 様、その低 下傾向に有 意差は認め られない。
（ ３）全身 持久力 を評価 する踏 み台昇 降運動 は、先の テスト 項目と は異な り、男 ・女とも
ほ ぼ全年齢 で記録 が向上 してい る。し かし、 このテス トの成 績は、 身長の 大小が 影響し、
身長 の大きい者 は有利にな ると考える。そ こで、踏み台昇 降運動の結 果に身長を 加味して、
そ の経年的 推移を 再評価 すると 、逆に 低下を 示す年代 もあら われ、 一定の 傾向は 見い出せ
なく なった。
（４）柔軟性 のテスト種 目として実 施されてい る伏臥上体 そらしと立 位体前屈の テストは、
共 に、男・ 女とも 低下傾 向が認 められ る。こ の２つの テスト のうち 伏臥上 体そら しについ
て は、身長 と体重 の形態 要素が 、それ ぞれプ ラスの要 因とマ イナス の要因 として 働き、結
果 として形 態要因 の影響 は相殺 される ものと 考える。 また、 立位体 前屈の テスト 結果も形
態 要素が影 響する とは考 えられ ず、２ つのテ スト結果 が示す 傾向は 、真の 経年的 推移を示
すも の思われ、 この 20 年間で 青森県の児 童・生徒の 柔軟性は低 下してると 言える。
（ ５ ） 瞬 発 力 の テ ス ト に は 、 垂 直 と び ・ 50 ｍ 走 ・ 走 り 幅 跳 び ・ ハ ン ド ボ ー ル 投 げ の ４ つ
の テストが ある。 このう ち垂直 とびは 、男・ 女ともほ ぼ全年 齢で記 録の向 上が認 められる
が 、他の３ つのテ ストに おいて は、全 て低下 傾向を示 す。こ れらの テスト におけ る形態要
素 の 影 響 を 考 え て み る と 、 ハ ン ド ボ ー ル 投 げ で は 形 態 要 素 の 影 響 は ほ と ん ど な く 、 50 ｍ
走 と走り幅 跳びの テスト におい ては身 長はプ ラス要因 、体重 はマイ ナス要 因とし て働き、
そ の影響は 相殺さ れると 思われ る。従 って、 この３つ のテス ト結果 が示す 低下傾 向は、先
の柔 軟性と同じ く、真 の経年的推 移を示すも のと考える。た だし、垂直跳びの テストでは 、
体 重がその 記録に マイナ ス要因 として 働くに も関わら ず、テ スト結 果が向 上して いること
は 、明らか に増加 傾向を 示すも のであ り、瞬 発力のテ スト項 目間で 評価に 矛盾が 生ずる結
果と なった。
（ ６）最後 に敏捷 性をみ るため の反復 横とび のテスト では、 男・女 とも全 年齢で 成績が向
上 している 。この テスト では、 身長は プラス 要因、体 重はマ イナス 要因と して働 き、この
テ ストに対 する形 態要因 も相殺 される と考え る。従っ て、こ のテス トにみ られる 経年的傾
向は 、真に児童 ・生徒の敏 捷性の向上 を示すもの と判断され る。
■

まとめ
以 上の分析結 果から、身長と 体重の形態 要素を加味 して、スポーツ テストを再 考すると、

青森 県の児童・ 生徒の各体 力要素の経 年的推移は、柔軟性に 低下傾向が 認められる ものの、
敏 捷性は向 上して おり、 瞬発力 はテス ト項目 間の結果 に違い が生じ 、どち らか一 方の傾向
に あると判 断する ことは 出来な い。ま た、筋 力、持久 力、全 身持久 力につ いては 、従来か
ら言 われている 低下傾向は 、形態要素 を加味して 再評価する と認められ なかった。
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