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概

要

本研究は，特別支援学級の体育授業「器械運動」の中でトランポリンを実施し，跳躍姿勢の
変化および跳躍姿勢と児童の日常生活の運動の様子との関連を分析することで，体育授業を通
してのトランポリンの効果について検討した。知的障害児15名は，体育授業の中で（１回45分
間，週３回，４週間），毎回10～15分間トランポリンを実施した。授業の初回と最終回で跳躍
姿勢が変化し，多くの児童は膝関節を伸展し，体幹を垂直に保った姿勢になった。着地姿勢は，
初回は着地後にふらつく児童もいたが，最終回は跳躍中に着地の準備をしたり，トランポリン
の揺れに合わせて姿勢を保つことができるようになり，膝関節と体幹を真っ直ぐ伸ばした姿勢
になった。跳躍姿勢と日常生活の運動の様子に関連はなく，運動に苦手さのある児童も他の児
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と同様に跳躍姿勢が変化しており，運動の得意，不得意に関わらず体育授業を通してのトラン
ポリンの効果が期待できると考えられた。

Ⅰ．はじめに
発達障害の可能性のある児童は，体育や運動会

を 対 象 と し た 検 討 が 行 わ れ て い る（ 山 本
ら 1988）。山本らによると，健常児を対象に小集
団でトランポリンを実施したところ，跳躍動作や

といった行事の中で見られる粗大運動の不器用さ

跳躍高の改善，バランス機能の向上が認められた。

や，書字や描画，図画工作といった教科学習の中

また2000年代には健常児と発達障害児を対象とし

で見られる巧緻動作の不器用さの問題を抱えてい

た検討についても散見されるようになり，健常児

ることも多い。これら粗大運動や巧緻動作の不器

と発達性協調運動障害児の跳躍動作の比較や，発

用さの背景には，筋の柔軟性の低下やバランス機

達性協調運動障害児を対象としたトランポリンプ

能の未熟さ，四肢の協調運動の組み立てや目と手

ログラムと他のバランストレーニングの効果の差

の協調性の拙劣さといった運動機能の問題があ

を比較した実験研究が報告されている（Castro

る。療育現場では，個々の運動機能を評価し，個

ら 2014）。本邦では，安井らによる健常児を対象

別にアプローチを行うことが多いが，教育現場で

としたトランポリンの跳躍動作の発達的変化や

は，個々の運動機能を評価できたとしても，個別

（Yasuiら 2015），筆者らによる運動機能特性の

に支援を行うための人員や支援を行う場所といっ

違いによる跳躍動作の分類（池田ら 2014），トラ

た環境の制限があり，小集団で，ある程度決めら

ンポリンプログラムの効果の違いについて検討が

れたプラグラムに沿ったアプローチを行っていく

進められているが（佐藤ら 2014），これらの検討

必要がある。そこで注目したいのが，小集団での

は療育場面における個別支援や症例報告に留まっ

実施が可能で，尚且つ運動機能の問題へ直接的に

ている。学校教育の中で効果的なトランポリンプ

アプローチできる遊具を用いたプログラムである。

ログラムを提供するためには，運動機能の発達や

近年，健常成人や健常高齢者を対象とした運動

発達障害児の障害特性を踏まえ，トランポリンを

療法で効果が示されているトランポリンは，療育

用いた運動による運動機能や日常生活への影響を

現場や教育現場でも非常に馴染みのある遊具であ

検討していく必要がある。

る。トランポリンはブランコやハンモックといっ

学校教育の中で発達障害児を対象にトランポリ

た遊具とは異なり，特別な設置用具は必要とせず，

ンプログラムを実施したParaskeviらは，発達性

狭い場所でも手軽に実施できる点で優れている。

協調運動障害児10名に１回15分間以上のプログラ

またトランポビクスと呼ばれる健常成人や健常高

ムを週３回実施し，12週間（合計36回）継続した

齢者を対象とした運動プログラムでは，トランポ

ところ，トランポリンでの跳躍動作が改善し，バ

リンを用いることで，関節へ負荷をかけず，有酸

ラ ン ス 機 能 が 向 上 し た と 報 告 し た（Paraskevi

素運動を長時間行うことができ，中性脂肪の低下

ら 2015）。また知的障害児９名に１回40分間のト

や筋力増加が認められることが報告されている

ランポリンプログラムを週２回実施し，12週間

（山本ら 1993；森ら 2010）
。重症心身障害者を

（合計24回）継続したところ，経ち幅跳びや垂直

対象とした運動プログラムでは，トランポリンを

跳びの跳躍距離が伸び，バランス機能が向上した

実施することで心肺機能の向上や筋活動量の増加

と報告した（Paraskeviら 2013）。これらのトラ

が認められるなど，運動機能への効果が報告され

ンポリンプログラムは，他のバランス機能トレー

て い る（ 安 井 1991； 杉 谷 ら 2001）。 本 邦 で は

ニングと併せて実施したり，トランポリン上での

1980年代に学齢期の定型発達児（以下，健常児）

ボール遊びといったレクリエーション的要素を取
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り入れた内容であった。

２．環境設定

本邦の学校教育の中でトランポリンを実施する

対象児は器械運動の単元で跳び箱，平均台，マッ

場合は，器械運動の単元で取り入れやすいと考え

ト，トランポリンの４種目に取り組んだ。体育館

られる。器械運動は，器械や機器を用いて，技を

内に，トランポリン（幅1700mm，長さ2140mm，

身に付けたり，新しい技に挑戦するときに楽しさ

高さ600mm，重量54kg，セノー株式会社製）を

や喜びを味わうことができる運動であり，体の回

設置し，トランポリンの周辺にはスポッターマッ

転や倒立など，日常生活では通常行われない動き

ト（セノー株式会社製）を敷き詰めて安全面に配

を含んだ運動を行うことが特徴とされている（文

慮した（図１）。跳躍動作を記録するため，対象

部科学省HP）
。トランポリンでの跳躍運動も，回

児の右側方からデジタルビデオカメラ（HDR-

転しながら跳躍したり，体を捻りながら着地する

CX390

SONY製）で撮影した。

などの技に挑戦したり，高く跳躍することで得ら
れる浮遊感覚など，日常では通常行われない動き

平均台

や感覚を経験できる。体育授業「器械運動」の中

マット

でトランポリンを用いる場合，Paraskeviらのよ
うにトランポリンを単独で実施したり，レクリ
エーション的要素を取り入れるのではなく，トラ
ンポリンでの技を身に付けたり，様々な跳び方に
挑戦するような設定が求められ，尚且つ授業時数
も他の単元との兼ね合いから８～10回程度になる

マット
跳び箱
トランポリン

と考えられる。
そこで本研究は，特別支援学級の体育授業「器
械運動」の中でトランポリンの活動を設定し，ト
ランポリンでの跳躍姿勢の変化および跳躍姿勢と

カメラ

図１．体育館のレイアウト

児童の日常生活の運動の様子との関連を分析する
ことで，体育授業を通してのトランポリンプログ
ラムの効果について検討することを目的に実施し

３．実施方法
器械運動の４種目の中でトランポリンは初めて
取り組む種目であったため，基本技であるスト

た。

レートジャンプ（手を前から上に回しながら真っ

Ⅱ．方

法

１．測定対象児童

直ぐ垂直に跳躍し，空中で立位姿勢を維持する）
に取り組むこととした。対象児は１名ずつトラン
ポリンに上がり，中央の赤い円の中で10～20回跳

測定対象児童（以下，対象児）は，Ｘ年12月か

躍動作を行い，最後の着地では，背筋を伸ばし，

らＸ＋１年１月に特別支援学級における体育授業

両手を左右に広げて立位を維持するように練習し

に出席していた１～６年生の男児15名あった。各

た。担当教師がトランポリン前方に立ち「なるべ

学年の人数は，１年生２名（Ａ児，Ｂ児），２年

くトランポリンの中央で，手を前から上に回し

生２名（Ｃ児，Ｄ児），３年生２名（Ｅ児，Ｆ児），

真っ直ぐ高く跳ぶ」と繰り返し教示した。器械運

４年生３名（Ｇ児，Ｈ児，Ｉ児），５年生３名（Ｊ

動の授業時数は１回45分間，週３回，４週間であ

児，Ｋ児，Ｌ児）
，６年生３名（Ｍ児，Ｎ児，Ｏ児）

り，対象児はトランポリンを含む４種目に自由に

だった。

取り組めることとし，それぞれの種目の担当教師
に指導を受けながら，好きな技を練習した。トラ
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跳躍姿勢と日常生活の運動の様子との関連
筆者らは，発達障害児のトランポリンにおける

跳躍姿勢で，バランス機能が未熟だと跳躍中の膝
４．分析方法

関節の屈曲角度が大きくなることを報告している

⑴

（池田ら 2015）。本研究においても，膝関節の屈

跳躍姿勢の変化
授業の初回と最終回の跳躍姿勢を分析対象と

曲角度や体幹の前傾角度の違いにより，日常生活

し，ビデオで撮影した映像をパソコンに取り込ん

の運動の様子が異なる可能性があるため，跳躍姿

で，１フレームごとの静止画を抽出できるように

勢の特徴により，学校教師により評価された日常

した。トランポリン競技ではストレートジャンプ

生活の運動の様子に違いがあるかを検討した。日

の空中姿勢（立位姿勢）が評価指標となり，競技

常生活の運動の様子は，学校で取り組んでいる運

者を対象とした研究では，空中での膝関節の屈伸

動種目（マット運動，縄跳び，平均台，ボール運

角度などで分析が行われている（伊藤ら 2000）。

動，手先の細かい作業）について，得意な種目と

対象児の空中姿勢を見ると，膝関節の屈伸角度と

不得意な種目を選択することとした。またその他

上体の前後への傾き角度が初回と最終回で大きく

の気になる様子などについては自由記載すること

変化している様子があった。また着地姿勢も同様

とした。

の変化があったため，記録した初回と最終回の跳
躍姿勢から跳躍１回分をランダムに選択し，跳躍

５．倫理的配慮

の最高点の１フレーム（以下，空中姿勢）を抽出

本研究は，担任教師を通じて対象児の保護者に

した。また初回と最終回の跳躍の最後のポーズを

測定内容の説明と測定の同意を得た上で行った。

取る直前の着地点の１フレーム（以下，着地姿勢）

尚本研究については，北海道教育大学研究倫理審

を抽出した。姿勢分析は，ランドマークを肩峰，

査委員会の承認を得た（北教大研倫2015091003）。

大転子，膝関節部，外果とし，膝関節の屈曲角度
と体幹の前傾角度を分析することとした（図２）。
膝関節屈曲角度は大転子と膝関節部と外果を結ん
だ線の成す角，体幹前傾角度は肩峰と大転子と床

Ⅲ．結

果

１．空中姿勢の変化

面との水平線の成す角として計測した。膝関節屈

対象児15名の空中姿勢の膝関節屈曲角度の平均

曲角度は，０°に近づくと膝を伸展した姿勢とな

値（±1SD）は，初回31°（±17°），最終回13°（±

る。体幹前傾角度は，90°に近づくと体幹を垂直

11°）で，屈曲角度は小さくなる傾向にあった（図

に保った姿勢となる。

３）。個々の対象児の変化では，Ｃ児のみ屈曲角
度が大きくなったが（初回８°，最終回20°），最
終回の屈曲角度は平均値＋1SD以内で他の児と同
じように膝関節を伸展させた姿勢だった（図４）。
体幹前傾角度の対象児の平均値（±1SD）は，初
体幹前傾角度

回81°（±８°），最終回86°（±５°）で，前傾角度
は５°直角に近づく傾向にあった（図３）。個々の

膝関節屈曲角度

対象児の変化では，Ｃ児の前傾角度が小さくなり
（初回82°，最終回75°），最終回の前傾角度は平
均値－1SD以下で体幹を前傾させた姿勢になった

図２．空中動作と着地動作の分析指標
― 膝関節屈曲角度と体幹前傾角度 ―
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― 膝関節屈曲角度と体幹前傾角度の平均値（±1SD）―

最終回では膝関節を伸展させ，体幹を垂直に保った空中姿勢になる傾向が示された

２．着地姿勢の変化

最終回

初回

膝関節屈曲角度
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11°）で，屈曲角度は小さくなる傾向にあった（図
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0
初回

最終回

Ｃ児
Ｆ児

Ｆ児

対象児15名の着地姿勢の膝関節屈曲角度の平均
値（±1SD）は，初回23°（±13°），最終回13°（±

30

Ｆ児

体幹前傾角度

５）。個々の対象児の変化では，Ａ児のみ屈曲角
度が大きくなり（初回22°，最終回37°），最終回
の屈曲角度は平均値＋1SD以上で膝関節を屈曲さ

100
90

せた姿勢になった（図６）。体幹前傾角度の平均

80

値（±1SD）は，初回83°（±12°），最終回88°（±

70
初回

最終回

Ｃ児

Ｆ児

４°）で，前傾角度は５°垂直に近づく傾向にあっ
た（図５）。個々の対象児の変化では，Ａ児のみ
前傾角度が小さくなり（初回87°，最終回80°），

図４．空中姿勢の変化の例
― C児（上）とＦ児（下）―
C児（上）は最終回で膝関節を伸展して跳躍してい
るが，体幹が前傾した姿勢だった。
Ｆ児（下）は他の児と同様に，最終回では膝関節
を伸展し，体幹を垂直方向に保った姿勢だった。

50
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最終回の前傾角度は平均値－1SD以下で体幹を前
傾させた姿勢になった（図６）。
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最終回では膝関節を伸展させ，体幹を垂直に保った着地動作になる傾向が示された

129

池田

千紗・安井

友康・金澤

恵美・平山

一馬・中嶋

膝関節屈曲角度

Ａ児

愛

跳躍姿勢は他の児と大きな違いは無かった。Ｃ児

30
20

とＡ児は跳躍姿勢の変化の傾向が他の児と異なっ

10
0
初回

ていたが，日常生活の運動の様子は他の児と大き

最終回

Ａ児

Ｆ児

な違いは無かった。対象児の空中姿勢と着地姿勢

体幹前傾角度
Ｆ児

理人・千賀

上，Ｂ児とＨ児は苦手な運動が４つ以上あったが，

40

Ｆ児

岳大・山本

生活の運動の様子で，Ｏ児は得意な運動が４つ以

最終回

初回

Ａ児

秀一・松田

の変化は同様の傾向にあり，日常生活の運動の得

100
90

意，不得意と跳躍姿勢との関連は示されなかった。

80
70
初回

最終回

Ａ児

Ⅳ．考

Ｆ児

察

本研究は，体育授業の中でトランポリンの活動

図６．着地姿勢の変化の例
― Ａ児（上）とＦ児（下）―

を設定し，跳躍姿勢の変化および跳躍姿勢と対象

Ａ児（上）は最終回で膝関節を屈曲し，体幹を前
傾した姿勢だった。
Ｆ児（下）は他の児と同様に，最終回では膝関節
を伸展し，体幹を垂直方向に保った姿勢だった。

児の日常生活の運動の様子との関連を分析した。
跳躍姿勢は，膝関節屈曲角度と体幹前傾角度を
指標とし，跳躍中の空中姿勢と着地姿勢の変化を
分析したところ，15名中14名の対象児は，体育授

３．跳躍姿勢と日常生活の運動の様子との関連

業の最終回の空中姿勢が，膝関節を伸展し，体幹

学校教師によるトランポリン実施年度の日常生

を垂直に保った直立姿勢となっていた。ストレー

活の運動の様子の評価結果を表１に示した。日常

トジャンプはトランポリンの回転や捻り運動と

表１．児童の日常生活の運動の様子
日常生活の運動の様子

児童

学年

Ａ児

１年

×

Ｂ児

１年

×

Ｃ児

２年

Ｄ児

２年

Ｅ児

３年

Ｆ児

３年

Ｇ児

マット運動

縄跳び

平均台

ボール運動

細かい作業

座位姿勢

その他
苦手を感じると取り組めない

×

×

×

体幹が不安手で，ぎこちない動きになる
体を動かす活動が好き

○

運動のこつをつかむまでに時間がかかる

○

○

運動は嫌いではないが新しいことには消極的

４年

×

×

Ｈ児

４年

○

○

Ｉ児

４年

Ｊ児

５年

Ｋ児

５年

Ｌ児

５年

Ｍ児

○

○

○

○

○

６年

○

○

Ｎ児

６年

×

Ｏ児

６年

○
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×
○

×

バランスを取れない，全身の力の入れ具合がばらばら
スキーが好き

×

○

×：苦手な運動

×

○

○：得意な運動

○

○

足が速い，野球やサッカーが好き
運動が好き

○

×

サッカーやバドミントンが好き

×

○

全身に力が入りやすい，ぎこちない動きになる

○

○

知的障害児のトランポリン跳躍姿勢の変化

いった技を行うための基本動作となるジャンプ

技を行うための基本動作となり，高く跳ぶことが

で，トランポリン競技者は空中で膝関節を伸展さ

求められる。トランポリン競技者は腰部，膝関節，

13）

。本研究でも，対象児は体育

足関節を協応させて跳躍を行っており（山本ら

授業時にトランポリンの練習を繰り返し，トラン

1992），トランポリンは全身の関節の協調的な運

ポリン競技者と同様に膝関節を伸展させた跳躍が

動を学習できる種目であると考えられる。本研究

できるようになった。またトランポリン上級者に

でトランポリンに取り組んだ対象児も，トランポ

なる程，腰の伸びた空中姿勢になることが報告さ

リン競技者に類似した跳躍姿勢で跳ぶことができ

せた姿勢を取る

15）

，対象児もトランポリンの練習を繰

るようになり，バランスを取って跳躍するために

り返し，体幹を垂直に保った直立姿勢を取ること

姿勢を変換させるといった方略を取るなど，全身

ができるようになったと考えられた。空中姿勢が

の関節の動かし方を学習している様子が伺えた。

他の対象児と異なったＣ児は，初回の跳躍で後方

トランポリンでの跳躍姿勢と日常生活の運動の

にバランスを崩しやすい傾向があり，空中姿勢も

様子については，跳躍姿勢と運動の得意，不得意

体幹が後方に反り返った姿勢となっていた。体幹

に関連が示されなかった。運動に苦手さのない健

を前方に傾けることで空中でのバランスを取るよ

常児を対象とした検討や，運動に苦手さのある発

うな方略を取ったため，最終回での体幹の前傾が

達性協調運動障害児を対象とした検討でも，トラ

強まったと推察される。

ンポリンプログラムにより跳躍動作の変化やその

れており

着地姿勢については，空中姿勢と同様に15名中

他の運動機能が向上したことが報告されている

14名の対象児は膝関節を伸展し，体幹を垂直に

（山本ら 1998；Paraskeviら 2013；Paraskeviら

保った直立姿勢となっていた。トランポリン上級

2015）。これらの報告はプログラムの実施期間が

者は，膝関節を屈曲させ体幹を前傾させた着地姿

本研究よりも長く実施内容も異なるが，本研究の

勢となることが報告されており（山本ら 1992），

ように短い実施期間でも跳躍姿勢の変化が示され

本研究の対象児はトランポリン上級者とは異なる

ており，運動に苦手さのある対象児においても，

着地姿勢となっていた。本研究を実施した体育授

体育授業を通してのトランポリンプログラムの効

業では，トランポリンだけでなくその他の器械運

果が期待できると考える。

動でも，技を決めた後に両手を左右に真っ直ぐ伸

また，体育授業でのトランポリンプログラムは，

ばし，教師が「ぴたっと止まる」，「ピンと背中を

高く跳躍や，回転や捻りといったトランポリンの

伸ばす」といった声掛けを行って，ポーズを取る

技を身に付けるだけでなく，日常生活では経験す

ように指導していた。そのため対象児はトランポ

ることが難しい「浮遊する感覚」や「落下する感

リンで着地する際も，膝関節と体幹を真っ直ぐ伸

覚」を経験することができる（山本ら 2008）。健

ばした姿勢で着地をし，ポーズを取ったと考えら

常児を対象とした山本らの検討では，トランポリ

れた。
初回では着地後にポーズが取れなかったり，

ンにより「浮遊する感覚」や「落下する感覚」を

ふらつきの見られる対象児もいたことから，トラ

経験することで，体育授業でのマット運動や跳び

ンポリンの練習を繰り返し，跳躍中に着地の準備

箱の技ができるようになった，器械運動を好きに

をしたり，トランポリンの揺れに合わせて姿勢を

なったという対象児が多いことを報告している

保つことができるようになったと考えられた。着

（山本ら 2008）。トランポリンを体育授業で用い

地姿勢が他の対象児と異なったＡ児は，着地の際

る際には，器械運動の単元で他の種目と同様に実

に膝を屈曲し体幹を前傾させることで，着地の衝

施してトランポリンのスキルの向上や運動機能の

撃やトランポリンの揺れに合わせて姿勢を保つた

向上を狙うだけでなく，体つくり運動の単元で実

めの戦略を取ったのだと推察される。

施して多様な動きを作り，体を動かす楽しさや心

トランポリンでのストレートジャンプは様々な

地よさを味わって運動に対するモチベーションの
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向上を狙うことが望ましいと考える。
今後トランポリンを体育授業で実施するために
は，発達障害児がトランポリンを安全に楽しく実
施するための指導方法や，回転や捻りといった技
に挑戦しても安全と判断できる跳躍姿勢や跳躍の
高さについての検討，その他の運動種目への効果，
トランポリンや運動に対する気持ちの変化につい
ての実践的な研究が必要であり，トランポリンプ
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