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A Study on Measurement of High S peed Repetitive Act 

Kunihiro HARUYAMA 

The high speed repetitive act is refered to the ability to change rapidly the direction 

of motion of the body or its parts, and such an ability is considered to be one of the 
hrrportant factors of physical fitness. 

Usually, the efficiency of the high speed repetitive act 1las been measured by means of 

the tapping test, which, according to H. Kawasaki (1944) and M. Ikai (1951), is the moving 

of fingers using the small muscle groups for analysis of fundamental elements. 

The present study was to obtain an originated result about the measurement of agility 

by Kinesiological obserbation on the characteristics of motion of the high speed repetitive 

act. 

The transfcr motion'of tlle body weight by the subject using the big muscle groups 

was observed. Healthy students without any defects in the College of Electro-Communi-
cations, ranging 18 to 20 years of age, were used as subjects. 

The results were as follows : 

1) No significant correlations were observed between the high speed repetitive act of 

small and the one of big muscle groups. 

2) In the case that the high speed repetitive act was continued with a maximum effort 

for the first 60 seconds, the movement efliciency showed a rapid decrease within the first 

20 seconcls and then, tlle rate of decrease became much less. 

3) The time for the repetitive act in moving the subject's body towards each oi various 

directions with ancl without turning his body was recorded. Among tlle recordings, the time 

for shifting the body transversally was found to be the shortest, and tllat for antero-
posteriorly without turning the longest. 

4) No significant correlations were observed between the results of side step test and 

body weight, and between the results of side step test and body height, respectively. 

5) In the side step test when the subject 1laving loads whicll varied in its weight from 

zero to 20 kg, it was found that the load did not affect the speed of movenlent unless the 

10ad surpassed the 10 percent of the subject's body weight. 

I. ~~ ~ 

A~*~c~)~bf~~cD~T~~fc:c:)-~~~P~ L~, ~~I~~vcJ~~, 

h~t, Fleishman") (1964), Larson"') (1964), Mc-

Cloy and Young"") (1954), Clarke") (1957), 

Mathews*") (195,8), ~:1~:~") ,(1967);' 7~(~EI"*)"") 

(1966) (1968) ~,.~~~!~~C~･~) J; 5 Vc, ~i~~~,I~ie~;~> 

~)~ ~~~ ~)~ ~) ~3~i~~~~<~b~ Ljt~, )fr~~~~ 



一102一

切り換えたりする能力のことであり，これは，体

力要素の中でも重要な要素の一つとしてとりあげ

られている。　　　　　　　二．　　　　　　’＝＝

　F1eishman4）は，1960年までの体力・運動能力に

関する因子分析的研究を整理して，スピードと柔

軟性が密接な関係にあることと，動的柔軟性の中

に，四肢のスピード（speed　of1imb　m0Yement），

走るスピード（runningspeed），それに，方向を

変換するスピード（speed　of　change　in　direction）

を含めて説明している。LかL，他の研究では，

方向を変換するスピードの能力は敏捷性（Agi－

1ity）の一面であるとしている。

　このことについて，Larson22）も1964年た東京

で開かれたI．C．S．S．においての体カテストの

標準化についてのシソポジュウムで同様な報告を

Lている。

　この敏捷性の測定には，従来より，一般的た測

定から特殊な測定にいたるまで，各種のテストが

多く行なわれて来ている。

　身体の部分的な急速反復動作や反応時間，ま

た，全身的な移動動作や全身反応時問たどの測定一’

は，心理学や生理学の立場牟らの研究としては比

較的多く報告されているが，測定それ自体の間題

の検討に関する研究はあまり見られない。

　四肢の動作ξしての急速反復動作の測定に関す

る代表的な研究は，河崎16）（1944），梅沢42）（ユ944），

猪飼12）ユ3）（1951）（1953）などの研究に見られるよう

に，小筋群を使った手指によるTapPing　testが，

敏捷性テスト，の基礎的間題の究明のために，しぼ

Lぼ採用されてきた。

　本研究では，体育測定評価の立場から，大筋群

を使う急速反復動作の一つとして，全身的な移動

運動を選び，すばやく反復動作させた場合の，身

体運動の動作特性を明らかにし，敏捷1牟分狽年に

関する基礎的な間題を検索することを主た目的と

した。

　全身的な移動運動によって，敏捷性をテストす

る代表的な例としては，Side　step　testがあげら

れる。このテストに関係した従来からの研究をみ

ると，’次にあげる如くのいくつ一かの間題点が明ら

カ・にされた。

　Side　step　testを実施する床面とはき物との間

題に関しては，佐藤39）他（1965），饒村・越智註5）（1965）

などの研究がある。特に，アスファルト上で実施

する場合や体育館，グラウソド，コソクリートで

実施した場合などの測定結果から，アスファルト

上で実施するSide　step　testは滑るために，測定

値を大きく変動させる要因となることを報告して

いる。

　また，移動の方向の間題について，角41〕（1961）

は，各種の方向への移動の反応時問を調べ，斜め

右前の方向への移動が，他の方向への移動よりも

速いことを報告Lている。

　敏捷性の持続時剛こついての間題に関しては，

金原ユ印）（1966）らの実験の結果から，最大努力の敏

捷性は，開始から2～4秒程度しか持続しないこ

とを報告している。また，日丸ユo）（1961），永田32）

（1968）などは，急速反復動作の時問経過と運動能

率の低下の関係から敏捷性の測定のために必要な

時問としては，約15秒以内が望ましいという結果

、を報告している。

　これらの研究の報告は，いずれも敏捷性の測定

およびスピード能力の測定のための，テストを作

成す孕場合に，基礎的な資料として参考となる結

果である。

　本研究の全身的な急速反復動作としては，移動

一運動を澤び，こg運動を最大努力で続ける場合の

スピードの持続性，運動の反復移動距離による所

要時問の変化，移動の方向や移動の様式による相

違，それに，Side　s亡ep　testの実施に重量物を負

荷した場合の運動能率の変化などの各種間題につ

いて，体育測定評価の立場から，測定上の間題点

を明←かにすることと，それに運動学の立場より

人問の急速反復動作の特徴を知るための実験を試

みた。　　1

　II．研究方法

　被検老は，電気通信大学の健康な男子学生（18～

22才）で，体力的には，文部省のスポーツテスト

の結果からみて全国平均とほぼ同じな一般の学生

37名と現在運動クラブに所属しているところの運

動部の学生23名である。

　急速反復動作の特徴に関する諸間題を究明する

ために，下記の五つの間題について検討を試み



た。

　（1）急速反復動作における小筋群の使用と大筋

群の使用による測定結果の各測定値問の相関につ

いて。

　（2）急速反復動作を連続して行なった場合の運

動能率の変化と時問との関係について。

　（3）急速反復動作とLての移動の距離を変えた

場合，それと所要時間との関係について。

　（4）急速反復動作としてめ移動運動の各種方向

とその所要時問について。

　（5）、全身的な左右移動動作に各種の荷重を負荷

した場合の運動能率の変化の傾向について。

　上記の諸間題について，それぞれ次のような方

法により実験を試みた。

　（1）については，一般学生34名を対象にして，8

項目の測定をL，それぞれの測定値問の相関関係

をみた。

　測定項目は，！）身長，2）体重，3）全身反応時問

（音刺激によりエレクトロストップウォッチで測

定）。4）単純反応時問（光刺激によりエレクトロス

トップウォッチで測定）。5）タヅピソグ（河崎16）の

方法により10秒問，電子カウソターで測定）。6）

片足反復動作（床面の20cm問隔の線の外側を片

足のつま先で20往復タッピソグL，その所要時問

を計測）。7）反復横とび（1．2mの間隔の3本の線

を急速反復横とびし，20秒問に線をまたいだ数）。

8）50m走などの計8項目。

　（2）については，急速反復動作として，タッピソ

グとクラソキソグ動作を選び，その単位時問当り

の繰返L回数の経時的変化を計測し，運動能率の

変化と時間との関係をみた。

　タッピソグは計数器を用いて測定L，クラソキ

ソグは手まわし計算機（タイガー製）により測定

した。それぞれの測定は，5秒問，10秒問，20秒

問，40秒問，60秒問の5通りの時問について，最

大努力の魯速反復動作を連続して行なった。各測

定の問には，充分な休息を入れながら，各時間の

測定は，無作為の順に行なわれた。

　（3）については，急速反復動作として，全身的で

しかも基礎的な移動運動を選び，各種の移動距離

（1．8m，2．4m，3．Om，3．6m，4．2m，それに

7．0岬）について，それぞれ最大努力で往復した時
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の所要時問を光電管式ストップウォッチ（T．K．K．

製）で計測した。被検者には，一般学生の37名を

用いて，各距離について無作為の順に行たい，そ

れぞれ一往復に要した時間を記録し．た。

　（4）については，全身的な移動運動を3mの距離

に限定L，各方向に最大努力で往復した時の所要

時問を光電管式ストップウォッチで計測した。各

方向への往復の移動運動の様式は，次の5通りで

ある。

a）

b
）

C）

d
）

e）

（往き）

（往き）

（往き）

（往き）

（往き）

前方移動一→（復り）

前方移動一→（復り）

後方移動一→（復り）

左方移動→（復り）

右方移動r→（復り）

前方移動

後方移動

前方移動

右方移動

左方移動

　被検者には，20名の一般学生を用いた。

　（5）については，全身的な左右移動動作とLて反

復横とび（1．2m問隔の3本線，20秒問）を用い，

重量の負荷は砂袋により，それを背中に固定させ

て背負わせた。

　始めに，一般学生14名について，無負荷，5kg，

10kg，15kg，20kgの5通りの荷重を用い，それ

ぞれの荷重を無作為の順に負荷して測定し，全体

的な負荷による傾向について観察した。

　次いで，5kg前後の軽重負荷について調べる

ために，無負荷，1kg，3kg，6kg，12kgの5通

りの負荷による反復横とびを測定した。被検老に

は，体育館で練習をLている運動部の学生の計23

名について測定した。各測定の間には，疲労の影

響を少なくするために充分た休息を入れ，各負荷

については無作為の順に行ない，馴れによる測定

値への影響を取りのぞくようにLた。

　また，これらの測定と同時に，動作を観察する

ために▽TRで録画L，再度，測定値に誤りがな

いように確認をした。録画に際して，カメラは被

検者の正面で，30m離れた場所にセットし，運

動場面には目印の尺度板を置いた。再生画面は，

ズームレソズにより，実長の約1／ユ。に縮尺L，観

察しやすいように調整した。ビデオ再生時は，1！、。

のスローピデオにより，運動中の姿勢変化を比較

観察し，測定値の考察の参考とした。
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　III．緒果と考察

　（1）急速反復動作にお．ける小筋群の使用と大筋

群の使用による測定結果の各測定値問の相関につ

いて。

　これらに関する測定の結果は，Tab1e1の如く

である。身長，体重については，目本の一般の大

学生の測定値として平均的な値である。

　また，測定値問のそれぞれの相関係数を求めた

結果はTab1e2に示した。ごの表から，全身反

応時間と単純反応時問との間には，0，718で有意

な相関（1％水準）が認められた。また，全身反

応時問と片足反復動作との問にも，O．466で相関

（1％水準）がみられた。

　小筋による動作の反復であるタッピソグと片足

反復動作の間にも0，351で相関（5％水準）がみ

られた。また，大筋群を用いた反復横とびと50m

走の問にも0，390で有意な相関（5％水準）があ

Tab1e！． Test　Scores

Items Mean S.D. Range 

Height (cm) 169 . 4 5 . 33 178-158 

Body Weight (kg) 59 , 1 5 . 26 72- 49 

Whole Body Reaction Time (m sec) 293 66 . 22 216-397 

Sinlple Reaction Tinle (m sec) 217 19 . 74 l 66-271 

Tapping (Rate) 64 6 , 55 74- 51 

One Foot Tapping (sec) 8.5 o . 83 7- 11 

Side Step Test (points) 39 . 8 2 . 33 44- 35 

50 m Run (sec) 7.2 O , 41 6 . 2-8 , 1 

n＝34

Tab1e2． Corre1ations　Among　the　Test　Scores

1

1

4

Height

Body　Weight

Who1e　Body　Reaction　Time

Simp1e　Re早ction　TiI皿e

TapPing

One　Foot　TapPing

Side　Step　Test

50m　Run

　＊＊

0．678 O．018

0．178

0．036

O．086

0．718

0．203

0．137

0，274

0．254

0．050

0，035

　＊＊

0，466

　　＊
O．391

　　＊
0．351

0．290

0．279

0．062

0．055

0，087

　　＊

0．419

　　ポ
O．420

　　＊

O．373

0．239

0．072

0．084

0，003

　　＊

0．390

＊＊1％1eve1 ＊　5％　五eve1



った。主として大筋群を使った急速反復動作のテ

ストのそれぞれの間には，高い相関がみられるこ

とが，宮崎舳”らの研究で明らにされている。し

かし，小筋群と大筋群との測定値問の相関は，今

回の測定結果からはほとんど認められなかった。

　このことは，小筋群と大筋群を使う急速反復動

作の問には，運動として質的な相異があるものと

考察される。これは，敏捷性の測定項目を選択す

る際に，充分考慮しなけれぼならない間題であろ

う。また反復横とび（Side　Step　Test）と身長お

よび体重との相関はいずれの場合も認められなか

った。

　（2）急速反復動作を連続して行なった場合の運

動能率の変化と時問との関係につ’いて。

　急速反復動咋として，タッピソグとクラソキソ

．グを最大努力で連続して行なった結果について

は，Fig．1とFig．2に示した。

　いずれの場合も，動作開始から20秒までに反復

R／sec

、1＼

9
ヒ
ト

o：

＼

n・6

　　　　　　　　　　Mo＾　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　Moon

T　l　ME

　　　　　　　Se　C

7

（〕51Q　　20　　30　4C　　50　60
Fig．1．Repetition　in　High　Speed　Tapping　Act1

R／s㏄

1ド／・1＿、∴壬

Tl　ME　　　　　　　　　　sec

0　　　5　　　I0　　　　　　　20　　　　　　30　　　　　　40　　　　　　　50　　　　　　60

Fig．2．Repetition　in　High　Speed　Crank　Act．
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回数の著しい低下を示し，以後緩やかな減少をみ

せている。金原’7）らは，全速ステッピソグや自転

車エルゴメーターによる全速ペタリソグについて

連続的に測定記録し，その結果から，最大敏捷性

は2～4秒しか持続しないことを報告している。

佐々木37）は敏捷能力の測定は極く短かい時間で行

なうべきであることを述べているし，日丸’。）らも

J．S．T．（Jump　Step　Test）の測定で，単位時問内

の反復回数が急激な減少をすることから，この種

の測定には‘10～15秒が適当な測定時問であると

報告している。永田32）も各種敏捷性テストによる

その能率曲線から，約15秒が敏捷性の持続時間で

あると述べている。これらの結果などからみて

も最大努力で急速反復動作を行たう場合は，筋肉

の急性疲労により運動能率が短時間で減少するも

のと推察される。

　すなわち，筋肉群の大小にかかわらず，持久性

を含めずに急速反復動作をみる場合には，20秒よ

り短かい時問で測定することが望まLいと思われ

る。

　（3）急速反復動作としての移動の距離を変えた

場合，それと所要時問との関係について。

　身体を急速に移動させる時に，その移動の距離

と往復に要した時問との関係は，Tab1e3のよう

な結果となり，この測定値から，距離が長くなっ

た場合の所要時問の傾向を図示したのがFig．3で

ある。この結果をみると，移動の距離が長くなる

と所要時間も延長され，両老の問には比例関係が

Tab1e3．Time　and　Distance　in　High　Speed

　　　　　　Repetitive　Act

Dist.ance of One Rouncl 
Repetitive Act Trip Time S.D, 

~80_ (~lll) 1 . 12 O , 10 

240 (cnl) 1 . 42 O . 10 

300 (cm) 1 . 68 O . 10 

360 (cm) 1 .90 O . 10 

420 (cnl) 2 , 04 O . 15 

700 (cm) 3 , 08 o . 26 

n＝37
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Disfonce　　｛m〕

O　　　　　l．O　　　l，8　　24　　3．0　　3．6　42　　　　　　　　　　　　　7，O

　　Fig．3．Repetition　Time　and　Distance．

みられる。このことから，一般的な敏捷性のテス

トとLての最適な移動距離を見つけるための資料

は得られなかった。

　しかし，移動の距離がある程度長くなると，個

人差が大きくなる傾向が認められたことは，測定

評価の立場からテストの作成を試みる場合に参考

にすべき間題点であろう。

　（4）急速反復動作としての移動運動の各種方向

とその所要時削こついて。

　移動運動の距離を3mに限定し，各方向への

Tab1e．4，Mean　Tin｛e　in　Body　Movements

　　　　　of　Various　Direction

Direction of Body Movement 
One Rouncl Trip Time (sec) 

S.D, 

a)Or ' ' ~ F~ For wcal d dl- Forwa_rcl r)lJ (j 

1 .614 o ,09 

a Forward b) ' ~~8 O-dl- B'ack-warcl 1_ 

1 . 693 o . 07 

iO Ba.ck-wc::].rcl c) ~~ dl- Forwarcl (_ JO 

1.638 o , 07 

9 Lef t-w.',rcl d) ~~ dl- Right-warcl ~~ 

l , 543 o , 08 

() Right-warcl e) ~'L (5 (!- Left-ward "-

1 . 548 o . 07 

n＝20
Two　para1lel1ines3m　apart　were　made　on
the　noor．

往復運動を実施した時の所要時問を計測した結果

が，Tab1e4である。測定値問の差は僅かである

が，中でも往復の所要時間が最も短かい移動の方

向であった。

　この結果は，角4’）の研究で，方向別の反応時間

の測定結果と似た傾向である。移動の距離が長け

れぼ当然，前向きに走ることが多くなるので，前

方への移動が速くなることが予想されるが，3m

以内の移動距離の場合では，左右移動の運動様式

の方が，スタートおよび方向変換がすみやかに行

なわれ，最も速く往復移動できるという結果にな

ったものと思われる。

　（5）左右移動作に各種の荷重を負荷した場合の

運動能率の変化の傾向について。

　全身的な左右移動動作として，反復横とびを用

い，これに各種の重量負荷をかけた時の運動能率

の変化を実験的に観察した。

’始めに，14名の一般学生についてこの実験を試

みた結果，Fig．4の様な傾向を示した。興味ある

結果として，5kg負荷の時の反復横とびの得点

が無負荷時よりも高い値となった。この時の重量

を被検者の体重との割合で示すとTab1e5にみ

られるように，体重の8．8％であった。
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38

36

34

←

ω

S．D．

｝Meon

S．D．

Lood　　（kg〕

0　　　　　　　　　5　　　　　　　　　10　　　　　　　　15　　　　　　　　20

Fig．4．Re1ationship　between　Side－step　Test

　　and　Load．

　同様な実験を運動部所属の学生23名についても

試み，一般学生の測定結果と比べてみた。運動部

としては，日常の練習が体育館の床上で素速く動

きまわるところの卓球部（7名），バスケット部（5

名），バレーボール部（11名）を選び，重量は5kg

近くの範囲をより細かく調べるために，無負荷，
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Table 5, Relationship between Side-stecl Test ancl Loacl 

Loacl Loacl Bocly~~W~igh{~~ >< 100 Side-ste p Test 
(1+-g) 

(7･) Mean S.D. [ Range min-max 

o
 

o
 

40 . 14 1 . 55 38-43 

5
 

8.8 4.2 . 14 1_ , 19 40-44 

10 17 . 6 40 . 36 1 . 04 38-42 

15 26 , 4 38 , 07 1 . 16 36-41 

20 35 . 2 36 , oo 1 .07 34-38 

Age-20 , 2 n = 14 

lkg, 3kg, 6kg, 12kg (~). 5f~~i~C~~'~~~{~~L 

f,_-. ~~~~7 ~ j~ljc~). ~~.U-~E~~;~~:~>~, ~~~:~CJ~ ~'~~.IJ~i~ 

fn~~:cD~~~~'.~~*4~c~). f~~n~J~~, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 ~C~l 

7T;L~ ~}~f,_'-, ~P ~ j~~J~:, rf~r+~:~.-J~~)~~~lJ~E;~ 

fl=~I=~f Table 6 ~c~~;Lf._-. 

~~~7 ~ jc~). ~~.~/~E;'~'*fri~:v~:~~~, ~~L~f~~t>~f~~f~~~J~f~~~L 

C~'C, L~>~=~~~f-~~~),~~~:~~~~~~~j~~~;<4~L 

f*."ft_~~f.~J~~*~:LC~'~. 
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Tab1e6．Side　step　Test　and　Load

n

Height　　　　　　　　　（cnユ）

Body　weight　　　　　（k9）

S．s．Test

S．s．Test

1kg1oa（1

3kg　loa〔1

6kg1oad

12kg　工oad

Ping　Pong
（M）（S　D）

171．0　　3．15

57．0　　2．83

39．1　　3．56

40，4

41，0

40，1

39．1

2，77

2，73

2，42

2．95

Basket　B．

（M）（S　D）

173．1　4．05

65．4　4，63

43．4　　2，33

45，6

45，0

44，0

42．O

1，85

1，67

2，45

2．28

Vo11ey　B．

（M）（S　D）

11

174．3　　6．82

64．3　　6．99

45．0　　2．30

46，8

46，7

45，3

42．6

！．70

1，66

2，09

2．31

　Mean
（M）（S　D）

（23）

172．8　　5．55

62．3　　　6I55

42，86　　3．75

44．60

44．60

43．43

41．43

3，51

3，21

3，19

2．91

　運動部全体の傾向は，Fig－8に示Lた通りで，

約6kgの負荷まで，すなわち体重の約10弗の重

量までは，無負荷時の測定結果と比べて得点が低

下しない傾向が言忍められ，また，1kgから・3kg

までの負荷のときに最高得点が得られるという結

果になった。

　金原ユ7）らは，負荷が僅かであれぼ敏捷性の抑制

原因とはならないことを，また，阿久津らは肥満

児の全身的た反応時問の研究でラソドセル程度の

重量は反応に影響を及ぼさないことを報告してい

る。Marteniuk2呂）やC1arke1）は手で押したり，

握る動作に重量を負荷し，前老では約7kgま」で，

後者では25kgの負荷までは，Reaction　timeの

短縮が認められ，Movement　timeは直線的に増

加していることを報告している。

　このことから僅かな重量負荷は，敏捷な動作を

抑制しないと思われるが，楠2の2ユ）や星野11）の脚伸

展速度と重量との関係をみると，重量あ増加とと

もに伸展速度は遅くなるという報告もみられる。

確かに部分的な筋肉についてみると，負荷にとも

なって筋肉の収縮速度の遅延がみられる場合もあ

・るが，身体の全体の動作として，すなわち全身的

運動の場合では，そこに種々なる因子が複雑に関

係してくるものと思われる。その一つの因子とし

て，姿勢の変化が考えられる。全身運動では，個

人により動作中の姿勢が少しづつ変わっているの

に気付くぱかりか動き方にも違いが認められる。

　そこで，重量負荷による急速反復動作につい

て，VTRにより観察したところ，重量負荷によ

る姿勢の変化が認められた。それは，無負荷時と

3kg負荷時との問の比較では，腰部の左右移動

距離は水平方向で，負荷時の方が平均して約7cm

短かい結果となり，また，方向変換時の腰部の床

からの垂直距離では，負荷時の方が約3cm程低

い結果になっていた。以上の結果からみて，軽い

重量負荷により反復横とびの得点の向上は，姿勢

および運動様式の変化による影響が大であるとい

えるであろう。また，僅かな重量負荷は，身構え

が低くなるという点で，心理的あるいは物理的影

響も受けているものと考察される。

　Iy．結　論

　以上の結果から，次のような結論が導びき出さ

れる。

　人問の急速反復動作の測定を行なう際に，運動

様式が身体の部分的動作カ㍉全身的動作かによっ

て，測定の内容が異なること。最大努力で反復動

作を行なう場合に，20秒以内で運動能率が低下す

ること。反復動作の幅や移動の距離は，テストの

目的や必要性により充分検討する必要があり一律

に決められないこと。短かい距離（3m）の反復移

動運動は，左右方向への横移動が最も速い動作で



あること。それに，反復横とびでは，体重の約
一10弛の荷重負荷をしても得点が低下せず，軽い負

荷では，かえって得点の向上が認められたことな

どの，これらの結果は，急速反復動作の測定を検

討したり，新しく作成する場合の基礎的間題とし

て重要であると考える。

　V．要約
　本研究では急速反復動作として；主に大筋群を

使う全身的な移動運動をとりあげ；この基礎的動

作の特性を究明L，敏捷性の測定に関する間題点

について検索することを目的とした。測定および

各実験の結果から，次の事填が知られた。

　（ユ）小筋群を使う急速反復動作の測定と大筋群

の測定結果との問には，ほとんど有意な相関はみ

られなかった。また，Side　Step　Testと身長お

よび体重との問にも有意な相関は認められなかっ

た。

　（2）急速反復動作の持続性については，持久性

を考えない場合，最大努力で行なうと，20秒より

短かい時問でその運動能率は低下する傾向が認め

られた。

　（3）身体の移動運動における移動の距離を6通

りに変え，その所要時問と距離との関係を見た結

果，一般的な敏捷性の測定としての適当と思われ

る距離の適正な数値は，本実験からは得られなか

った。

　（4）移動運動の移動方向を変え，各種の運動様

式で実施した時の所要時問を計測した結果，3m

の往復運動では，左右方向の移動において，最も

短かい所要時問が計測された。

　（5）移動運動として，反復横とび（Side　Step

Test）を選び，それに各種の重量負荷をして急速

反復動作を行なった場合，体重の約10％程度の負

荷は，敏捷性の抑制にはなっていないことが認め

られ，軽い負荷ではかえって敏捷に動けているこ

とが明らかになった。
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