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Ⅰ	 研究目的  
	 ハンドボールは１チーム７人で行う競技である。攻撃は主にゴールキーパー

を除いたコートプレーヤー6 人が、動きながら多彩なパスを使い相手ディフェ
ンスの防御を崩し、手薄になった広い空間を攻めるのが原則である。特に、ゴ

ールエリアラインとフリースローラインの間付近で行われる攻防は激しく、得

点に結び付き易い。そこで、得点する際に、この地域でのエリア占有状況が大

きく関わっているのではないかという点に着目し、ＤＬＴ法により二次元解析

装置を使用して分析し、攻撃や防御の良否を評価する方法が東海大学平岡・積

山・田村らによって開発された（	 エリア解析法	 ）。この分析法は、得点に成

功したか失敗したかではなく、エリアの占有状況により攻防の良否を判断する

方法として考案されたもので、エリア占有面積が大きいほど良い攻撃、小さい

ほど良い防御ができていることが判断できるようになっている。これは、得点

などの数値を見ただけでは攻撃や防御の良否を評価しにくいハンドボールでは

とても有効的な評価方法だと思われる。しかし、この分析法はまだ検証されて

おらず、実証されていない。そこで本研究では、ハンドボールの試合をこの分

析法を使用して検証し、この分析法の有効性を確かめることを目的とする。  
 
Ⅱ	 研究方法  

1999 年、世界選手権女子決勝ノルウェー対フランスの試合をエリア解析法
を使用し分析したのち、そのデータを得点成功と失敗、良い攻撃と悪い攻撃

の２つの観点から有意差検定を行う。  
エリア解析法とは、ゴールエリアラインとフリースローラインの間の地域

への攻撃進入エリアを面積で算出し、攻撃状態を判定する方法である。これ

は、ＤＬＴ法による二次元解析装置（ＤＫＨ社製Ｆｒａｍｅ－Ｄｉａｓ）が

ＶＴＲカメラ１台で撮った画像を（斜めも可）を真上から撮ったように位置

補正できることに着目し、位置補正ができればコートの選手の位置を正確に

把握できることから考えられたものである。しかし、この解析法は面積を算

出する際、ゴールエリアラインとフリースローラインの間の地域に、防御に

とって脅威ではないと考えられるエリアがあり、そこへ進入している選手の

面積も計算している。実際、そのエリアにいる選手は立ち止まったままで攻



撃に参加していないとみなすことが出来る。これは、分析結果に影響を及ぼ

す可能性がある。よって、この試技をカットした場合のデータもだし、得点

成功と失敗、良い攻撃と悪い攻撃の２つの観点から有意差検定を行う。  
 
１、エリア解析法を使用した実験の手順  
１）	 コートの斜め上方から固定カメラで撮影された、1999 年世界選手権女子

決勝、ノルウェー対フランスのＶＴＲを用意する。  
２）	 画像から基本座標（コートの４角）を入力し、セットオフェンスの画像

をシュートシーンの約 10秒前から取り込み、１チーム７名を２チーム分、
計１４名の選手の足元をデジタイズしながら二次元座標に入力する。  

３）デジタイズした二次元座標を真上から見た状態の二次元座標に補正する。  
４）エリア分析する。  

補正した二次元座標データをハンドボールゲーム分析プログラム（ＤＫＨ

社製Ｈａｎｄｂａｌｌ－Ａｎａ）に入力する。  
この分析プログラムは、

各選手を半径 1.5ｍの円  
で表し、それを各選手の占有エリアとし、ゴールエ

リアラインとフリースローラインの間の地域（図１、

斜線の地域。黒の地域は防御にとって脅威ではない

と考えられるエリア）でのエリア占有状況を面積で

示したものである。攻撃側選手の円（図２、白の円）

を攻撃占有エリア、防御側選手の円（図２、黒の円）

を防御占有エリアとし、両方の円が重なり、攻撃側

選手の円の残った部分の面積を攻撃側が進入してき

た危険なエリアとして計算している（攻撃進入エリ

ア（危険エリア）＝攻撃占有エリア－防御占有エリ

ア）。  
図３のコート図の下のグラフは危険エリア

（攻撃占有エリア－防御占有エリア）の面積

の総和を時間経過に伴い 10 秒毎に示したも
のである。曲線が高くなる時期が、防御にと

って危険な時期を示している。よって、この

グラフからは、攻撃が進むにつれ曲線が高く

なっていることから、シュートシーンに近づ

くにつれ危険エリアの面積が大きくなってい	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



図３	 分析例    	 	 	 ることがわかり、攻撃側は良い攻撃ができて  
いて、防御側は良い防御ができていないことになる。  

５）	 以上の分析によって得た危険エリアのデータをエクセルに取り込み、危  
険なエリアの面積の総和を計算する。  

６）	 以上の計算によって得られた危険エリアの総和を全試技計算し、得点成

功と失敗、良い攻撃と悪い攻撃に分けてエクセルに入力し、それぞれの総

和の平均値と標準偏差値を計算する。この場合、良い攻撃か悪い攻撃の判

断は、次のような方法で行う。  
	 	 	 ハンドボール熟練者 8 名にＶＴＲ（セットオフェンスのみ、シュートに

至るまでの約１０秒間の全試技）を観てもらい、良い攻撃か悪い攻撃かを

判断し、回答用紙に良い攻撃のときは○、悪い攻撃のときは×を記入して

もらった。その際に、周りの人と相談をしたり、周りの人の回答を見たり

することなく自分の意志で判断するように注意をうながした。この回答を

集計し、良い攻撃と悪い攻撃の比が 8:0、7:1、6:2 の場合を良い攻撃、0:8、
1:7、2:6 の場合を悪い攻撃、5:3、4:4、3:5 の場合は対象外とした。  

７）平均値の有意差検定を行う  
	 （１）エリア解析法による得点成功と失敗の比較  
	 （２）エリア解析法による良い攻撃と悪い攻撃の比較  
	 （３）修正後のエリア解析法による得点成功と失敗の比較  
	 （４）修正後のエリア解析法による良い攻撃と悪い攻撃の比較  
 
Ⅲ	 結果及び考察  
１、エリア解析法による比較  

表１	 エリア解析法による比較の有意差検定結果  

 平均値（㎡） 標準偏差値  標本数  有意差検定値  
得点成功  430.94 113.5277 20 0.782 
得点失敗  400.2514 146.4412 21 
良い攻撃  433.8736 103.3641 14 0.696 
悪い攻撃  398.1488 158.2895 16 

 
２、修正後のエリア解析法による比較  

表２	 修正後のエリア解析法による比較の有意差検定結果  

 平均値（㎡） 標準偏差値  標本数  有意差検定値  
得点成功  430.94 113.5277 20 1.394 



得点失敗  355.9788 119.4098 17 
良い攻撃  433.8736 103.3641 14 2.186 ※  
悪い攻撃  334.7284 119.4474 12 

                                         ※印は５％水準で有意差有り  
３、エリア解析法の問題点  

	 	 	 エリア解析法で分析を進めた結果、得点成功と失敗の比較、良い攻撃と

悪い攻撃の比較についてはいずれも平均値に差はみられたが、有意差は認

められなかった。  
	 	 	 しかし、エリア解析法の問題点であると考えられる試技を除き修正した

結果、得点成功と失敗の比較では有意差は認められなかったが、良い攻撃

と悪い攻撃の比較においては有意差が認められた。  
	 	 	 この結果から考えられることは、問題の試技をカットした後は得点失敗

と悪い攻撃の平均値は 50 ㎡以上下がっている。これは問題のエリアの数
値がカットされたことによるものだと考えられ、やはりそのエリアは防御

にとっては脅威ではないので攻撃進入エリア面積として計算するのは誤り

だと考えられる。  
 
Ⅳ	 結論  
本研究では、エリア解析法（東海大学平岡・積山・田村らによって開発）の

有効性を確かめるために、1999 年世界選手権女子決勝ノルウェー対フランスの
試合をこの分析法を使用し検証した結果、有効性は認められなかった。しかし、

フリースローラインとゴールエリアラインの間の地域にある、防御にとって脅

威ではないと考えられるエリアへ進入している試技をカットした場合、有効性

が認められた。  
今回、試技をカットするというような方法をとることにより有効性を見出し

たが、その他にも、ハンドボールゲーム分析プログラム（ＤＫＨ社製Ｈａｎｄ

ｂａｌｌ－Ａｎａ）にデータを入力する際、あらかじめそのエリアをカットし

面積を計算しないといった方法なども考えられる。  
	 よって、エリア解析法はまだ未開発な部分もあるが、上述したような点を改

良すれば攻防の良否の判断方法の１つとして確立し、大いに活用できると考え

られる。この解析法を実践的に活用することにより、有効な戦術と濃い試合内

容を展開できるものと確信する。  
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Ⅰ．研究目的 
	 統計処理ソフト（Ｅｘｃｅｌ／ＶＢＡ）をベースにプログラムする事で、データベース構築

の際に掛かる膨大な費用の削減が可能であり、スポーツに携わる誰もが簡単に利用でき、

しかも一般的な付属ソフトであることからシステムに不具合が生じてもオンラインでの

配信が可能である等の利点をもってスポーツとコンピューターの融合による競技能力の

躍進に寄与することを目的とし、ゲーム分析プログラム構築を目指した。 
Ⅱ．研究方法 
本研究はシステム作成に当たり、ハンドボールを題材に分析を行う事とした。そのため

に必要ないくつかの項目をはじめから設定・入力した段階で行っている。いくつかの動作

処理のためにゲーム分析プログラム−Ｍａｉｎ	 Ｆｒｏｍ−（添付資料：図１− １）の入力をＶ

ＢＡ（Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ｆｏｒ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）によって行い規定し、それらが対
応される物として ①フランスシート ②ロシアシート ③総合分析結果 ④データ集計シ
ート ⑤グラフ作成シート を用意した。 
ＶＢＡによって作られたプログラムは

マクロと呼ばれるが、このシステムには

２つのマクロが登録されている。一つは

データ入力を行うための“入力フォーム”

（図１）とデータ集計シートをより理解

しやすく視覚化する“グラフ作成機能”

（図２）である。“入力フォーム”とはゲ

ームを分析するのに必要なデータを簡単

に入力・選択できるのもで、入力に伴っ

て指定されているセルに代入される仕組

みになっているため、分析を行って   	 	 	 	 	 	 	 	 図１ 入力フォーム 
いる内にデータベースが作られてしまうのである。こうして作られたデータベースを基に

いろいろな分析を行い、それらをより理解しやすくするための物が“グラフ作成機能”で

ある。本来ならばデータがあればグラフ化する事は誰でも簡単に行えるのだが、コンピュ

ーターの特性を生かしての迅速かつ正確なゲーム分析を行うために、ボタン一つで多くの

データを一瞬にしてグラフ化する事がこのシステムにおいて可能である。付属ソフトを利

用する事でインストール等の手間を省きフロッピーディスク一枚でどこでも分析を行え

る事から、入力がスムーズに行われればリアルタイムに分析する事も十分可能であり、試

合の勝敗を左右する上で最も重要な情報収集の手段であると言えよう。 

 



Ⅲ．分析項目・対象 
時間、システム、プレーの種類、シュータ− 、シュートコース、シュート位置の６項目

についてフランスとロシアを対象としてそれぞれのチームのプレースタイルの特徴を割

り出す事を試みた。 
Ⅳ．分析結果及び考察 
グラフシートの内容を参照して頂

きたい。フランスの攻撃パターンは

３− ３からの個人技が多く、ロシア

はコートエリア左（Ｂゾーン）より

多く仕掛けている事が分かった。簡

単な分析をするとフランスは１８番

をポイントゲッターに、バランスの

よいセットアップから最後は個人技

によるフィニッシュと、攻撃から守

備に移っても態勢を整えたままに行

っている事が伺える。しかし１８番

以外のシュート数はさほど多く無く、

プレーのレパートリーも少ないため

個人能力を絶たれた場合において苦

しい試合が予想される。ディフェン

ダーにおいてはコート中央（Ｃゾー

ン）より両チーム最多の侵入を許して

いる事が分かった。ロシアにおいて

は、全員攻撃全員守備という形で 
組織されており、攻撃のれパートリー 	 	   図２ データ集計シートに基づくグラフ作成 

も幅広く行われていた。得点者も９番、７番を筆頭に全員がある程度の得点能力を持って

いる事が分かった。 
Ⅴ．まとめ 
	 １９９７年に熊本で開催された、ハンドボール男子世界選手県大会の決勝（前半）を例

に、本研究の有効性を検証した。実際の所要時間は前半のみで３０分であり１試合１時間

弱といったところで分析が出来と予想される。特に難しい操作もなく、分析終了迄に所定

のボタンを２度押すだけですべてのデータ処理が終了し、最低でも５つの観点からデータ

を分析できる事は非常に画期的なシステムの構築であったと言える。 
	 また分析結果でも示したように、各チームの攻撃特徴を明らかにする事が出来た事から

本研究で開発したシステムの有効性を検証できたと言える。それぞれのスポーツにとって

必要な項目をＶＢＡ入力する事によって誰でも簡単に分析プログラムが作成でき、活用す

る事は今後、対戦相手を分析する事に対する自チーム戦術の向上に役立つ事は間違い無く、

こういった分析は競技スポーツにおいて必要不可欠と言えよう。 



ゴルフスイングの習熟過程に関する三次元解析 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７JGP６２０３	 大石	 裕一郎	  
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Ⅰ	 研究目的  
これまで自分が授業などで目にした三次元解析の分析の対象は、自分の動きやトッププ

レーヤーの動きといった、それぞれのレベルの動作を分析し、比較するものであった。こ

ういった分析は、それぞれの動きや技術の現状を知ることはできるが、どのようにしてそ

こに辿り着いたのかという習熟過程を見ることはできない。 
そこで本研究はゴルフスイングを例に、スポーツ運動における習熟過程を明らかにしよ

うとした。 
Ⅱ	 研究方法  
	 被験者の正面と右斜め前方にビデオカメラを設置し、スイング動作を撮影した。１秒間

に３０コマで撮影し、６０フィールドで再生し分析した。撮影時期は練習開始時期・途中

経過時期・授業終了時期とし、２０００年５月１６日，１１月８日，１２月６日の計三回

とした。スイング動作は、全くの初心者３名(A，B，C)を対象として三次元 DLT法(ＤＫＨ
社製 Frame－DIAS)により解析した。 
Ⅲ	 結果及び考察  
１	 ヘッドスピード：図１で分かるように、 
３名とも第二回目に速度が低下した。第一 
回はただ強くスイングしていたが、第二回 
では一ヶ月の練習の中でまだフルスイング 
でボールをヒットできず、スイング速度を 
コントロ―ルしたものと思われる。これは 
図２で示したインパクト時のヘッドスピー 
ドを比較することで分かる。3名とも同じ 
よな変化を見せたので、Aを例に見てもら 
う。インパクト時を縦ラインで表した。練 
習開始時はトップスピードでインパクトで 
きていない。中間期ではヘッドスピードは 
低下するが、最高時にインパクトできるよ 
うになる。実験最終時はトップスピードで 
インパクトでき、ヘッドの速度も最高とな 
った。	 	 	 	 	 	 	  
２	 身体の捻転：左右の大転子を結んだ線(腰)と肩関節を結んだ線(肩)のなす角度の差を捻
りと規定し、それぞれの角度変化を図３に示した。これも A を例とした。第一回は肩と腰
が同じ様に動き、角度の差が少なく、捻りが少なかった。第三回目の分析結果では、第一

回目より肩と腰の差が大きく、捻りが大きかったことを示している。第二回目と第三回目

の捻りを比較すると、第二回目の方が大きく、第三回目では捻りが少なくなった。これは

図１　ヘッドスピード(M AX)の変化
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図2　インパクト時のヘッドスピード(A)
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第二回目の中間期にスイング時に捻りを強く意識したためと思われる。その後、第三回目

まで練習を重ねてスイングに慣れ、動作がコンパクトになり上半身だけで捻れるようにな

ったものと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３	 肘，グリップ角度：左腕とクラブは真っ直ぐに近い方が良いと言われている。図４で

Aの左肘とグリップ(左)の角度変化を表している。１８０度に近ければ肘は伸び、グリップ
は曲がらずに、腕とクラブが真っ直ぐに近い状態になっていることを示す。第三回目では

第一回目に比べると、３名とも弟三回の方が肘、グリップとも角度が広がり、１８０度に

近づいていて、腕とクラブが真っ直ぐになったことを示している。このことから、練習に

伴い習熟していると思われる。しかし、３名の角度変化の過程は共通していなかった。３

名とも腕とクラブは真っ直ぐになっていったのだが、そこの至るまでの過程に共通性がな

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ	 まとめ  
	 ３名(Ａ，Ｂ，Ｃ)のゴルフスイングを三期に分けて分析し、習熟過程を分析した。その結
果、スイング動作は熟練者の特徴に向かってスムーズに変化していかないことがわかった。 
	 スイングスピードでは、初心者時にスイングスピードは高いが、ボールをミートできな

いことがわかった。その後、ボールミート率は良くなるが、スイングスピードは低下し、

徐々にスイングスピードも上昇することが分かった。 
身体の捻りは指導内容にも影響されると思われるが、全身での捻りが大きくなった後、

上半身での捻りは大きくなるものの、全体的には捻りが減少することが分かった。 
肘，グリップ角度の変化のように、人によって習熟過程が異なることも明らかになった。 

図４　肘，グリップの角度(A)
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図３　肩と腰の捻り角度の経時的変化(A)
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	 	 	 	 	 	 	 シュートコース判断における体幹の捻りとブロックの関

係  
 

 
７ＪＧＰ２２０７  古賀 	 直哉 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

指導教員	 	 	 平岡	 秀雄 
Ⅰ．研究目的 
ハンドボールでシュートを行う際、シューターはゴールキーパーにシュートコースを

予測されないよう、自分のシュートフォームとシュートコースを適切に選択しなければ

ならないと言われている。ところが、敵・味方の動きは刻一刻と変化するので、計画し

た通りのシュートを行うことは難しい。 
そこで、本研究はシュートフォームとディフェンスのブロック（カベ）の関係に着目

し、成功率の高いシュート方法を明らかにすることを目的とした。 
Ⅱ．研究方法 
	 	 2 台のビデオカメラで撮影されたシュートシーンを三次元解析し、ディフェンスのブ
ロック（カベ）位置及びシューターの体幹の捻りを分析し、それぞれの条件でのシュー

ト成功率を比較した。 
１．三次元解析 
１９９７年に行われた男子熊本世界選手権のシュートシーンを三次元解析装置

Frame－DIASに取り込み､動作解析を行った。 
＜分析観点＞シューターの身体の捻り角度を得るため、分析ポイントはシューターの利

き手の手先、手首、肘、両肩、両大転子とした。また、ディフェンスがシュートコース

を限定するために、どのようにカベ（ブロック）を作っているかを明らかにするため、

相対するディフェンスの両手先、両手首、両肘、両肩、両大転子を分析ポイントとした。

分析に際し、各シュートのシュートコースやその成否も併せて記録した。 
	 ＜分析条件＞デジタイジングの時期は軸足が地面に着いた瞬間から、ボールをリリース

した直後までとした。体幹の捻りからシュートフォームを分類するため、茅原１）や大

東２）の研究結果を参考に、フォワードスイング開始時期に着目した。この時期は、ゴ

ールキーパーがシュートボールを阻止するための最終判断時期に相当すると報告して

いる。 
	 	 また、分析したシュートシーンをハンドボールの熟練者４名に見せ、シュートコース

を判定させた。４名全員が同じ判定をしたものと、そうでないシーンを分類してシュー

ト動作を判定する資料となるようにした。 
 

Ⅲ．結果と考察 
＜視覚的シュートコースの判定結果＞	 ハンドボール経験者４人によって判断した結果、

１６のシュートシーンのうち右側に打つように見えるフォームが３件、左側に打つように

見えるフォームが１１件、判断できないものが２件あった。この中でブロックのある方向

へ打ったシュート（７／８本）はブロックのない方へシュート（０／６本）した場合より

 



も高い確率で入っていることがわかった。 
＜シューターの体幹の捻り＞	 体幹の捻りは、両肩関節中点を結んだ線と座標Ｘ軸とのな

す角度（肩角度）、及び両大転子中点を結んだ線と座標Ｘ軸とのなす角度（腰角度）の差と

してあらわした。 
図１は視覚的シュートコースの判断結果で左方向に打つように見える場合の肩及び腰

角度の変化を経時的に示したもので、図２は右方向に打つように見える場合である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１	 左に打つように見える場合	 	 	 	 図２	 右に打つように見える場合 
	 左側に打つように見えるフォームではフォワードスイング開始時より以前に捻り角

度がゼロとなり、逆の捻りが生じているのに対し、右側に打つように見えるフォームの体

幹の捻り角度はフォワードスイング開始以後に肩角度が腰角度より大きく捻られているの

が分かる。左側に打つように見えるフォームと、右側に打つように見えるフォームにおけ

るフォワードスイング開始時機の体幹の捻りに有意な差が見られるか検定を行った結果、

５％水準（ｔ＞２．１６）で優位な差が見られた。 
 

	 	 	 	 図３は右側にいるディフェンスのブ

ロック（カベ）側に、左側へシュート

する時の特徴（体幹の捻り角度がゼロ

度以上）でシュートした場合を三次元

で示したものである。 
赤い線はボールの軌跡を示している。 
ボールはディフェンスの上を通過して

いるのがわかる。キーパーとしては、

フォームやブロックの位置からは判断

が難しいケースで、防御することは非

常に難しいと思われる。 
Ⅳ．まとめ 
	 世界のトップ選手はブロックのある方向へただシュートするのではなく、ブロックのな

い方へシュートするようなフォームを作り、ブロックのある方へ打っていることが分かっ

た。また本研究からキーパーは最初にブロック（カベ）の位置、次にシュートフォームを

図３	 分析例 
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先取りし、シュートコースを判断しているということが分かった。 



	 	 	 	 	 	 	 ハンドボールにおけるディフェンス時のステップワーク

について  
 

７ Ｊ Ｇ Ｐ ６ １ ０ １ 	 磯 部 	 尚 志 
指 導 教 員 	 平 岡 	 秀 雄 

Ⅰ	 研究目的  
１対１の攻防場面でディフェンスの選手がオフェンスの選手との間合いをつめたり、オ

フェンスの選手の変化に対応するためにはどのようなステップワークが有効であるかを明

らかにし、今後ハンドボールを指導するまたはプレーする機会において役立てようとした。 
Ⅱ	 研究方法  
１、ディフェンス選手の試合中におけるフットワークの状況を分析するため、以下の視点

及び手順で行った。  
１）分析対象：分析対象であるチームは、ユーゴスラビア、スウェーデン、ロシア、中国

日本、韓国の６か国とした。  
２）分析観点：ビデオの中からボールを持ったオフェンスの選手に対して、ディフェンス

の選手が一人になっている場面をピックアップし以下の３点を分析した。  
（１）「オフェンスの選手との間合いをつめる」ステップワークの種類と発現率  
（２）「オフェンスの選手の変化に対応する」ステップワークの種類と発現率  
（３）発現したステップワーク別守備成功率  
２、分析結果をグラフ作成した。  
Ⅲ	 研究結果及び考察  
１、間合いをつめるためのフットワークの比較  
ヨーロッパ３カ国とアジア３カ国におけるオフェンスの選手との間合いをつめるステ

ップワークの種類として、フォワードステップ、サイドステップ、クロスステップの３種

類が発現した。そしてヨーロッパ３カ国とアジア３カ国とのオフェンスの選手との間合い

をつめるステップワークの種類別使用割合に、差が見られるかどうか比較を行うため、百

分率の有意性検定を用いて検定を行った。その結果、０．０１＞P＞０．００５となり、
５％水準で有意な差があると認められた。この要因としては、ヨーロッパ３カ国、アジア

３カ国において､オフェンスの選手との間合いをつめる際、フォワードステップを使用する

割合（ヨーロッパ３カ国は全体の９５％、アジア３カ国は全体の８１％）とクロスステッ

プを使用する割合（ヨーロッパ３カ国は全体の３％、アジア３カ国は全体の２％）にはあ

まり差が見られないが、サイドステップを使用する割合（ヨーロッパ３カ国は全体の２％、

アジア３カ国は全体の１７％）に大きな差がみられたためと思われる。この比較から、ア

ジア３カ国は、ヨーロッパ３カ国より､オフェンスの選手との間合いをつめる際､サイドス

テップを使用することが多い傾向があるといえる。  
	 また、ヨーロッパ３カ国､アジア３カ国とも、オフェンスの選手との間合いをつめるステ

ップワークにおいて、フォワードステップの占める割合が圧倒的に大きい（ヨーロッパ３

カ国においては全体の９５％、アジア３カ国においては全体の８１％）ことがわかった。

これより、ヨーロッパ３カ国、アジア３カ国ともにトップレベルのチームが、オフェンス

の選手との間合いをつめる手段として、フォワードステップを多用することがわかった。  



２、オフェンスの変化に対応するフットワークの比較  
ヨーロッパ３カ国とアジア３カ国におけるオフェンスの選手の変化に対応するステッ

プワークの種類としては、サイドステップ、クロスステップの２種類が発現したことがわ

かる。そしてヨーロッパ３カ国とアジア３カ国とのオフェンスの選手の変化に対応するス

テップワークの種類別使用割合に差が見られるかどうか比較を行うため、百分率の有意性

検定を用いて検定を行った結果、０．２０＞P＞０．１０となり、５％水準で有意な差が
あるとは認められなかった。  
今回の研究では、上記の通り、ヨーロッパ３カ国とアジア３カ国のオフェンスの選手に

対応するステップの種類とその割合に差は見られなかったが、分析対象チーム数を増やす

こと、また分析試合数を増やすことによって、差が認められそうな傾向があるので、それ

は次回への課題としたい。  
３、ステップワーク別守備成功率  
１対１の攻防場面において、ディフェンスの選手がオフェンスの選手の変化に対応する

場面で守備できたかどうかをステップワーク別に出現率を比較し、図示したものが図１で

ある。オフェンスの選手の変化に対応する場面において守備できたかどうかをステップワ

ーク別に差が見られるかどうか比較を行うため、百分率の有意性検定を用いて検定を行っ

た結果、５％水準で有意な差があると認められた。  
	 まず、オフェンスの選手の変化に対応する場面において、ディフェンスの選手が守れて

いる場合におけるサイドステップとクロスステップとの割合の差は大きかった。これは、

サイドステップを使用してオフェンスの選手の変化に対応したときのほうが、クロスステ

ップを使用してオフェンスの選手の変化に対応したときより守備成功率が高かったことを

意味する。これより、オフェンスの選手の変化に対応するには、クロスステップより、サ

イドステップで対応するほうがより効果的であることがわかった。  
Ⅳ	 まとめ  
	 間合いをつめるためのフットワークは、フォワードステップが大半であるが、アジア選

手はヨーロッパ選手に比べサイドステップを多用することが分かった。また、オフェンス

の変化に対応したフットワークでは、サイドステップとクロスステップがほぼ同程度使わ
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図１ 　オフェンスの選⼿手の変化に対応する場⾯面における、ステップ
ワーク別守備成功率率率
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れていたが、サイドステップの守備成功率が高いことが分かった。  




