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Effects of interruptive attack on the defensive outcome (success or failure)  

in male handball matches at the collegiate, national and world levels. 
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The aim of this study was to investigate the actual situation of the interruption of attack due 
to body contact and its effects on defensive results in organized attack phase among 
collegiate, national (Japan) and world level teams. It is hoped that the obtained results will 
help in proposing practical coaching tips on the rational defense method in handball matches. 
To do so, author used notational analysis in sports with a sample set of male handball 
players from the above three teams (collegiate, n=443; national, n=1286; and world, n=769). 
At the collegiate level, it was found that uninterrupted of attack lead to a successful defense. 
Conversely, at the national level, interruptions of attack lead to a successful defense. On the 
other hand, at the world level, defensive play to interrupt the attack does not affect the 
success or failure of defense. 
In conclusion, the findings of this study showed that at any level, the frequency of 
interruptions by defenders is less than the frequency of uninterrupted attacks. Further, most 
interruptions of attack occurred by holding a second or third defender in front of the goal 
against the playmaker trying to break inside the free throw line, and break the balance with 
the defense.  

 
【緒言】 

ハンドボールは，その競技規則によって，防御

者による身体接触が許されている．この身体接触

は他の競技と異なる，ハンドボールを特徴づける

行為であり，最適な防御状態の維持に役立つ 2）

と言われている．しかし，防御者が許される行為

以外のプレーを行った場合，レフェリーは競技を

中断させ攻撃者にフリースローまたは 7m スロー

を与え，「罰則を適用する違反行為」であった場

合，防御者に警告，退場，失格といった罰則を判

定する 7）． 

近年のハンドボールの特徴として，激しい身体

接触を伴うことが挙げられており 6），防御者の

身体接触は攻撃者の活動を制限するために重要

なプレー14）であると捉えられている．また，実

践現場において攻撃中断は，防御者に有利であり
5）13），価値がある 8）と述べられている．一方で，

中断するエリアによっては，防御が不利な状況に

陥る危険性 2）が示されている．防御者は攻撃行

動の中断を行うかどうかを選択することができ，

攻撃者にはその権利は与えられない．そのため，

攻撃を中断するかどうかは，防御者に的確な状況

判断が求められる 4）． 

先行研究では，失点を減らすことを目的とした

防御戦術として「フリースローの獲得」(防御者

に罰則が適用されない攻撃の中断)や，「戦術と

してファール(反則)」が推奨される 5）と報告さ

れている．また，ハンドボールの防御を成功させ

るためには，身体接触によって攻撃行為を中断さ

せることや，ファールを避けてボールを奪うこと

のどちらの戦術も有利な防御戦略ではない 2）と

結論付けられている．しかし，これらの先行研究

は，誰が，どこで，どのように攻撃行動を中断さ

せたのか，防御者による攻撃行動の中断が防御成

功に及ぼすのかどうかについては明らかにして

いない．従って，合理的な防御行動の解明のため

に，特にこれまでほとんど着手されていない防御

者による攻撃中断の実態やそれが防御結果に及

ぼす影響を明らかにする必要があると考えられ

る． 

そこで本研究では，学生，日本，世界のトップ

レベルの男子チームを対象に，組織化された攻撃

局面において身体接触による攻撃中断の実態と

それが防御結果に及ぼす影響を競技レベル間で

比較・検討し，合理的な防御方法についてコーチ

ングの実践現場に提言することを目的とした． 

 

【研究方法】 

1.研究対象 

2017 年から 2018年において，学生レベル，日

本レベル，世界レベルの最も競技力の高い大会で

行われた 36 試合を標本とし，2498の分析対象シ



 

ーンに対して記述的ゲームパフォーマンス分析

を行った．また，分析対象とした防御局面は，い

ずれのチームにも退場者のいない6対6の数的関

係において組織された攻撃に対する防御とし，速

攻局面の防御 9）といずれのチームに退場者がい

る場合の防御は対象から除外した． 

2.分析項目 

(1)攻撃中断に関する分析項目 

①攻撃中断生起の回数，②攻撃中断生起のエリ

ア，③攻撃を中断させた防御者の行為，④攻撃中

断生起の時間帯，⑤攻撃中断生起の局面，⑥攻撃

を中断させた防御者のポジション，⑦攻撃を中断

された攻撃者のポジション，⑧攻撃中断にかかわ

った防御者の人数 

(2)防御結果に関する分析項目 

①防御成功と失敗，②シュート達成の有無 

3.データの記録方法 

全ての試合の映像を観察しながら，Microsoft 

Excelを用いて結果を記録した． 

4.分析結果の処理方法 

攻撃行動を中断させる防御プレーの実態を競

技レベルで明らかにするために，また競技レベル

間で比較するためにカイ 2 乗検定と残差分析を

行った． 

攻撃行動を中断させる防御プレーが防御結果

に及ぼす影響を明らかにするために，カイ 2乗検

定と残差分析を行った．また，目的変数を防御成

功(1)/防御失敗(0)，説明変数を攻撃中断生起有

(1)/攻撃中断生起無(0)とした二項ロジスティッ

ク回帰分析，および目的変数をシュート達成(1)/

シュート未達成(0)，説明変数を攻撃中断生起有

(1)/攻撃中断生起無(0)とした二項ロジスティッ

ク回帰分析を行った． 

統計処理の有意性は 5%で判定した． 

5.分析記録の信頼性の検討 

分析記録の信頼性を検討するために，3 名の分

析者間で分析記録を検討した．具体的には，学生

レベル 160 シーン，日本レベル 171 シーン世界レ

ベル152シーンの483シーンについて同一の分析

を行い，分析項目ごとに一致率（＝一致率/（一

致数＋不一致数）を求めた．一致率の解釈はシー

デントップに拠った 11）． 

 

【結果と考察】 

1.分析記録の信頼性の検討 

一致率はいずれも 99%以上あり，分析記録の信

頼性は確保できたと捉えた． 

2.攻撃行動を中断させる防御プレーの実態 

(1)各レベルに共通する特徴 

攻撃中断生起の有無は，攻撃中断無が有よりも

有意に多い値を示した(表 1)． 

攻撃中断生起の位置は，6～9m(フリースロライ

ンの内側)が9～20m(フリースローラインの外側)

より有意に多い値を示した． 

攻撃中断生起のエリアは，6～9m 間でゴール正

面の攻撃中断生起数が多い傾向を示した(表 2)． 

攻撃を中断させた防御者の行為は，ホールディ

ングが他の行為より有意に多い値を示した． 

攻撃中断生起の局面は，突破局面における攻撃

中断生起数が他の局面より有意に多い値を示し

た． 

攻撃を中断させた防御者のポジションは，2 枚

目と 3 枚目における攻撃中断生起数が他の防御

者のポジションより有意に多い値を示した． 

攻撃を中断された攻撃者のポジションは，セン

ターに対する攻撃中断生起数が多い傾向を示し

た． 

攻撃中断にかかわった防御者の人数は，1 人が

他の防御者の人数より有意に多い値を示した． 

これらのことから，いずれのレベルにおいても

防御者による攻撃中断の頻度は中断しない頻度

よりも少ないが，世界では学生や日本に比べて，

防御者による攻撃中断が積極的に試みられてい

ると考えられる．また，防御者による攻撃中断の

多くは，フリースローラインの内側に入り込み，

防御との均衡を打破しようとするセンターに対

して，2 枚目もしくは 3 枚目の防御者がホールデ

ィングを用いてゴール正面で行われると考えら

れる． 

(2)レベルごとに見られた特徴 

世界は学生と日本に比べて攻撃中断無の生起

数が有意に少ないこと，攻撃中断有の生起数が有

意に多いことが認められた(表 1)． 

世界は 6～9m における攻撃中断生起数が学生

と日本に比べて有意に多いこと，9～20m は学生

と日本に比べて有意に少ないことが認められた． 

世界は 6～9m 間でゴール正面のエリアが学生

と日本に比べて有意に多いこと，9～20m 間でゴ

ール正面のエリアは学生と比べて有意に少ない

こと，9～20m 間で左と右のエリアが日本に比べ

て有意に少ないことが認められた(表 2)． 

日本はシュート局面における攻撃中断生起数

が有意に少ないこと，学生は展開局面における攻

撃中断生起数が有意に少ないことが認められた． 

日本は 1 枚目の防御者，学生は 3 枚目の防御者

における攻撃中断生起数がそれぞれ有意に多い

ことが認められた. 

これらのことから，学生は防御ラインを高めて

攻撃行動の中断を試みており，相手の攻撃行動に

合わせて防御プレーを実践していると推察でき

る．また，日本はフリースローラインの外側エリ

アにおいて攻撃行動の中断を試みているが，攻撃

者がシュート局面に入った際に攻撃を中断しな

い防御プレー（シュートブロック）を実践してい

る，もしくは中断できないレベルの個人防御スキ

ルしか有していないと推察できる．さらに，世界



 

はフリースローラインの外側で行われる攻撃行

動の中断ではなく，フリースローラインの内側に

侵入してくる攻撃行動の中断を試みていると推

察される． 

 

 
 

3.攻撃行動を中断させる防御プレーが防御結果

に及ぼす影響 

学生においては，攻撃中断生起の有無が防御成

功に及ぼす影響のオッズ比(0.63)は有意な値で

あった．このことは，攻撃中断の生起有は無に比

べて 0.63 倍防御成功できること，言い換えると

防御者が攻撃を中断した時，防御成功する割合が

低くなることを示している(表 3)．また，攻撃中

断生起の有無と防御成否との関係は，攻撃中断無

では防御成功が防御失敗に比べて有意に多いこ

と，攻撃中断有では防御成功が防御失敗に比べて

有意に少ないことが認められた． 

日本においては，攻撃中断生起の有無が防御成

功に及ぼす影響のオッズ比(1.32)は有意な値で

あった．このことは，攻撃中断の生起有は無に比

べて 1.32 倍防御成功できること，言い換えると

防御者が攻撃を中断した時，防御成功する割合が

高くなることを示している(表 3)．また，攻撃中

断生起の有無と防御成否との関係は，攻撃中断無

では防御成功が防御失敗に比べて有意に少ない

こと，攻撃中断有では防御成功が防御失敗に比べ

て有意に多いことが認められた． 

世界においては，攻撃中断生起の有無が防御成

功に及ぼす影響のオッズ比(1.16)は有意な値で

はなかった(表 3)．また，攻撃中断生起の有無と

防御成否との間に有意な関係は認められなかっ

た． 

いずれのレベルにおいても防御成功と防御失

敗ともに，攻撃中断有の生起数が無より有意に少

なかったが，攻撃行動を中断させる防御プレーが

防御結果に及ぼす影響は，競技レベルによって異

なっていたことから，組織された防御のねらいは，

レベルによって異なると推察できる． 

学生では攻撃を中断するよりも，攻撃を中断し

ない方が防御成功に至っていた(表 3)．しかし，

先行研究では，攻撃と防御が 1対 1で対峙する場

面において防御者が攻撃者の突破を阻止する割

合は，学生レベルが最も低い値を示していること
3）から，学生は個人による防御戦術スキルが低く，

そのため攻撃行動を中断する試みが失敗に終り，

失点につながりやすくなると推察できる． 

日本では攻撃を中断することが効果的な防御

プレーであった(表 3)．これは，防御を成功させ

るためには攻撃を中断させることは良い解決策

ではない 2）との先行研究と対照的であった． 

世界では攻撃行動を中断させる防御プレーが

防御成否に影響を及ぼさなかった(表3)．しかし，

世界は攻撃を中断する生起数が学生と日本に比

べて有意に多いことから(表 1)，防御者による攻

撃中断が積極的に試みられていると理解できる．

世界は他のレベルよりも卓越性を持っている 1）10）

ため，身体的・技術的・戦術的に優れた能力を持

つ選手に得点を許さないために，攻撃行動の中断

を試みざるを得ないと推察できる． 

 

 
 

【結論】 

1.防御者による攻撃中断の実態 

(1)いずれのレベルにおいても防御者による攻撃

>: p<0.05

>: p<0.05

カイ2乗=47.478, p<0.05

*:有意に高い †：有意に低い

9～20m 右 1f

0.9%
18f

4.5%*
3f

0.8%†

差 a,b,c,d>e,f
a>b>d,e,f
c>d,e,f

a>b,c>d.e.f
d>f

9～20m 正面 17d

15.0%*
31d

7.8%
18d

4.6%†

9～20m 左 4e

3.6%
19e

4.9%*
6e

1.5%†

6～9m 左 25b

22.1%
76b

19.1%
88b

22.7%

6～9m 右 33c

29.2%
108c

27.2%
85c

21.9%†

　表2　攻撃中断生起のエリア

学生
n=113

日本
n=397

世界
n=388

6～9m 正面 33a

29.2%†
145a

36.5%†
188a

48.5%*

カイ2乗=28.290, p<0.05

*:有意に高い †:有意に低い

中断有 90b

20.3%†
291b

22.6%†
245b

31.9%*

差 a>b a>b a>b

学生
n=443

日本
n=1286

世界
n=769

中断無 353a

79.7%*
995a

77.4%*
524a

68.1%†

　表1　攻撃中断生起の有無

学生 日本 世界

B -0.467 0.274 0.146

W ald 3.870 4.017 0.881

有意確率 0.049 0.045 0.348

オッズ比 0.63* 1.32* 1.16

説明変数：攻撃中断生起の有(1)/無(0)

*: p<0.05

　表3　攻撃中断生起の有無が防御成功に及ぼす影響

目的変数：防御成功



 

中断の頻度は，中断しない頻度よりも少ない．ま

た，攻撃中断の多くは，フリースローラインの内

側に入り込み，防御との均衡を打破しようとする

センターに対して，2 枚目もしくは 3 枚目の防御

者がホールディングを用いてゴール正面で行わ

れている． 

(2)世界は学生と日本に比べて，防御者による攻

撃中断が多い． 

(3)学生と日本はフリースローラインの外側エリ

アにおける攻撃行動の中断が，世界はフリースロ

ーラインの内側における攻撃行動の中断がそれ

ぞれ多い． 

2.防御者による攻撃中断の影響 

攻撃行動を中断させる防御プレーが防御結果

に及ぼす影響は，競技レベルによって異なる．学

生は攻撃を中断しない方が防御成功に繋がり，日

本は攻撃を中断した方が防御成功に繋がる．一方

世界は攻撃行動を中断させる防御プレーが防御

成否に影響を及ぼさない． 

 

【実践現場への提言】 

いずれのレベルにおいても身体接触による攻

撃中断の多くは，フリースローラインの内側のゴ

ール正面のエリアで行われていた．このエリアは，

得点される確率が高く，攻撃の起点となるエリア

であることから，身体接触による攻撃行動の中断

は特に重要であるとコーチングの実践現場に提

言できる．一方，身体接触による攻撃中断が防御

結果に及ぼす影響は，競技レベルによって異なる

ことから，その適用は競技レベルによって考慮す

る必要があると提言できる． 
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