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Ⅰ．緒言 

 新たに改訂された学習指導要領では、球技の攻守の特徴や「型」に共通する動き、さらには技能を系

統的に身に付けさせるという視点から「ゴール型」、「ネット型」、「ベースボール型」というように類型

でそれぞれ習得させたい内容が具体的に示された。これにより、学校・児童生徒の実態に即した授業の

展開が可能になった。その中でもネット型に属するバレーボールは、1895 年にアメリカの W.G.モーガ

ンによって、誰もが気軽に楽しめるスポーツとして考案され、1913 年に日本に伝わった（小鹿野ほか，

1987年）。その後 1964年に開催された東京オリンピックで正式種目に採用され、日本チームが金メダル

を獲得したことにより、国内の競技人口は増加した。2013年に開催されたロンドンオリンピックにおい

ても銅メダルを獲得し、競技スポーツとしては普及しているといえる。運動種目としての認知度が高い

上に、他のネット型種目とは異なり、3人以上で行う集団スポーツである。さらに、ラケットのような道

具を使わず、多くの生徒が一緒に楽しむことができるため、長年にわたり体育授業の現場で取り上げら

れてきた。小沼（2012）は、「ネット型種目を履修する際、中学 1年で 87％、中学 2年で 77％、中学 3

年で 80％がバレーボールを選択する」との報告があるように、多くの現場でバレーボールが取り扱われ

てきた。 

バレーボールは連携プレイが要求されるネット型のゲームで、攻守一体のネット型とは違って、3回の

プレイの中で攻撃を組み立てるため、味方に正確なパスを出さなければならいない。しかし高橋ら（1981）

によれば、中学生の授業では、オーバーハンドパスよりアンダーハンドパスの方が多く使われる傾向に

あり、パスの精度が高くないのが現状である。その状況から現行に行われている多くのバレーボール授

業は、既存のゲームに近似した条件の中で、行われているが、そのボール操作の難しさから、連携プレ

イタイプの戦術的学習までいけずに、サーブの成功・失敗でゲームの大半が終わってしまう授業が多く

展開されていると中村ら（2006）によって報告されている。この問題に対し、高橋ら（1981）によって

報告されたキャッチバレー・プレルボールといったボールの保持やボールのバウンドを認めるゲームが

展開されてきた。しかし、戦術的課題を強調する教材が多数報告されている。一方で、ボール操作の技

能を向上させる目的としたドリル教材の研究は少ない。また、竹内（2013）によって、椅子を使ったド

リル教材の開発が行われたが、ボールを送り出す動作に着目したドリルであり、ゲームの中でいかされ

るドリル教材であったとは言い難い。 

よって本研究では、落下点に着目し、初心者にみられるアンダーハンドパスの特徴的な動きを明確に



し、その動きの改善を意図したドリル教材の有効性の検討を目的とした。 

 

Ⅱ．方法 

1.授業実践の概要 

分析は、2013年 11月 7日～11月 28日に行われた I大学教育学部附属中学校 2年生のバレーボールの

体育授業を対象とした。対象生徒は第 2 学年の生徒男子 28 名、女子 31 名の 2 クラス分の計 59 名であ

った。各授業に、AT(アシスタントティーチャー)として、大学院生（バレーボール経験者）1名が、指導

に加わりサポートした。ATは、主にアンダーハンドパスの技術指導として、模範演技や生徒への個別指

導を行った。バレーボールの授業時間数は 7 時間で、1 時間目と 7 時間目は、単元前後におけるアンダ

ーハンドパス動作の変化を比較するために、高速度カメラを用いてアンダーハンドパスのフォーム撮影

を実施した。 

ドリル教材は 2～6時間目の計 5回で、授業の最初約 8分で終わる内容で行った。アンダーハンドパス

を落下位置の予測と移動などの準備局面、手首の位置でボールの中心を捉え、ボールの勢いを吸収する

第一微主要局面、パスする方向に面を向け、膝の曲げ伸ばしを中心とした下半身の力を利用してボール

を送り出す第二微主要局面の 3局面に分け、段階的に学習させた。まず、1,2時間目では、準備局面であ

る落下地点の予測と移動の習得を目的にドリル（以下、ドリル 1）を実施した。学習者はネットの下から

低い姿勢でスタートし、センターラインから６m離れた場所から投げられたボールを身体の正面で捉え、

片手（反利き手）でキャッチさせるドリルを行った。その際、素早く落下位置に移動することを指導の

留意点とし、ゲーム場面を想定し、ボールは高く上げすぎないことを最初に指示した。3,4 時間目では、

リラックスした状態で手首の位置でボールの中心を捉える能力を習得するために、1,2時間目と同様のド

リル方法で、アンダーハンドパスの形に手を組ませ、手首の位置でボールをキャッチさせるドリル（以

下、ドリル 2）を行った。その際、肩や腕の力を抜き、ボールの落下に合わせ身体をクッションのように

できることを指導の留意点とした。5時間目はパスする方向に面を向けアンダーハンドパスをするドリル

（以下、ドリル 3）を行った。その際、腕を振りすぎないように注意させながら、膝の曲げ伸ばしを中心

に下半身の力を利用しボールを送り出すことを指導の留意点とした。 

  

2.アンダーハンドパスのフォーム比較 

（1）撮影方法 

被験者は、スタート位置から 4m 離れた壁に設置した的に向かってアンダーハンドパスを行った。的

は直径 80cmのフラフープを使用し、高さは床から約 2mの位置にフラフープの下端が来るように設置

した。被験者には、後方にあるコーンの位置から試技を開始させ、約 3mの高さのゆるいボールを前方

のコーン付近（後方のコーンより 1.5m先に設置）にトスを出し、試技させた。試技は被験者 1人につ

き 2回行った。 

撮影には、高速度デジタルカメラ（CASIO 社製、EX-F1）使用し、被験者の真横 4.7m の位置に設置

して行った。 

（2）分析方法 

分析点は、阿江ら（1992）の分析モデルを参考にし、手関節中心、肘関節中心、肩峰、耳珠点、大転

子点、膝関節中心、足関節中心、ボールの計 10点とした。 



撮影したMOV画像は、GOM Playerを使用し BMP形式の連続静止画に変換後、BMP measureを使

用し、分析点のデジタイズを行った。その後、算出した座標データを 2次元動作分析ソフト DLT22(富

樫泰一製作)にかけ、2次元座標を算出した。得られたデータは、Microsoft Office Excel 2010を使用し、

アンダーハンドパス動作時のボールと身体の位置関係、膝角度、腋角度、前傾角度などの角度変化を算

出し、求めた数値を準備局面における構え動作、落下点への移動、主要局面における動作の 3つの項目 

に分類し、分析を行った（表 1参照）。 

 

表 1 分析項目の定義と算出方法 

1)準備局面における構え 

構え…ボールがトスを出す人の手から離れた瞬間の被験者の姿勢とした。 

反応時間…構えた状態から 1歩目が出るまでの時間とした。 

2)落下点への移動 

移動距離…インパクト時の前足の踝をポイントにし、スタート地点からボールをイン

パクトした地点までの距離とした。 

落下地点…飛来してきたボールに対して正しいフォームでアンダーハンドパスができ

る位置とした。指導書には、ボールの落下地点より一歩下がった位置に入

ることと言われていることから、ボールの落下地点と身体の距離を調査す

るために、ボールが腕にインパクトする 0.1秒前のフレームから、ボール

と肩の X軸の距離を求め落下地点を算出した。 

移動速度…スタートからインパクトするまでの移動した距離の速度とした。 

3)主要局面における動作  

ボールを捉えた位置…手首を基準の 0 とし、手首とインパクト時のボールとの距離を

求めた。手首を基準にしたため、手首より指側にインパクトし

た場合はマイナス数値で示した。 

腕の振り幅…インパクト前後の腋の角度変位より算出した。 

 

（3）統計処理 

ドリル実施前後におけるアンダーハンドパスのフォーム変化の比較検討には，ノンパラメトリック検

定を行った。また，男女差の検定にはマンホイットニーの U 検定を行った。本研究における統計的有

意水準は 5%とした。なお本研究での統計解析には，統計ソフト SPSS 11 for Windows を用いた。 

 

Ⅲ．結果と考察 

1.準備局面における構え動作について 

構えとは、移動動作をスムーズに行うための重要な準備動作で、ヒトは移動をする際、足で地面を押し、

その反動で身体を前進させる。効率良く地面に力を伝えるためには膝を屈曲させる必要がある。バレー

ボールにおける構え方とは、「軽く膝を曲げ、リラックスした状態で構える」と多くの指導書に書かれて

おり、熟練者のフォームにおける膝角度は、110°～145°で、前傾姿勢は 10°～30°と報告されている。 

（1）ドリル実施前における構え動作 



単元前 単元後 単元前 単元後 単元前 単元後

M 161.32 158.69 .394 159.26 149.15 .509 161.32 161.11 .570

SD 27.06 23.29 33.06 24.08 24.67 17.27

M 7.13 16.22 .000 5.93 16.70 .000 9.64 16.14 .001

SD 9.51 13.70 7.21 14.25 11.56 14.14

M 0.26 0.22 .009 0.20 0.17 .095 0.34 0.23 .029

SD 0.30 0.23 0.27 0.26 0.27 0.27

膝角度

前傾角度

反応時間

p<.001   p<.01  p<.05

表2　 準備局面における構え動作の変化

全体（n=59） 男子（n=28） 女子（n=31）

ｐ ｐ ｐ

*

**

**

*

*****

*

*** ***

膝角度の全体の平均は、161.3±27.1で、前傾角度の全体の平均が、7.13±9.5であった。膝角度も前

傾角度も熟練者の目安の角度より角度が大きく、直立した姿勢で構えている傾向にあった。男女別にみ

ると、膝角度における男子の平均は、159.3±33.1 であり、女子の平均は、161.3±24.7 であった。ま

た前傾角度の男子の平均は、5.93±7.2で女子の平均は 9.64±11.6であり、全体の平均よりも角度に差

やばらつきがみられるが、有意な差はみられなかった。 

（2）ドリル実施後における構え動作 

ドリル実施前後において構え姿勢の膝角度の変化については、男女共に有意な差はみられなかった。

一方で、前傾角度の全体の平均は 16.2±13.7であり，ドリル実施前後で有意な差（ｐ＝.000＜.05）が

みられた。また、男女別にみても、両方に有意な差（ｐ＝.000＜.05）（ｐ＝.001＜.05）がみられた。ド

リル実施前後に共通して、構え時における膝角度と前傾角度には、相関関係がみられ（ｒ＝-0.43）、膝

角度が大きい被験者ほど、前傾角度が小さいことが明らかになった。 

ドリル実施前後で、膝角度の変化における有意差で、ばらつきが小さくなったことや、前傾角度にお

いては有意な差（ｐ＝.000＜.05）がみられたことは、ドリルを実施する際、被験者をネットの真下か

ら構えさせてスタートさせることによって、低い姿勢で構えることを意識付けさせたことによる結果で

あると考えられる。しかし、膝角度に有意差が出なかったことや、前傾角度のみに有意な差がみられた

ことから、膝を曲げて低い姿勢を形成するのではなく、前傾姿勢によって低い構え姿勢を形成させてし

まったと推察される。 

 

（3）ドリル実施前における反応時間 

 反応時間における全体の平均は、0.26±0.3 で、男女別にみると、男子の平均は、0.20±0.3 で、女子

の平均が 0.34±0.3であり、男女間で有意な差（ｐ＝.019＜.05）がみられた。 

（4）ドリル実施後における反応時間 

 反応時間における全体の平均は、0.22±0.2 で有意な差（ｐ＝.009＜.05）がみられた。男女別にみる

と、男子の平均が 0.17±0.3 で、ドリル実施前後に有意な差はみられなかったが、女子の平均は、0.23

±0.3であり、ドリル実施前後の変化に有意な差（ｐ＝.029＜.05）がみられた。 

前述したように、構えは、移動動作をスムーズに行うためのものであるため、構えによって反応時間に

差があるかどうか関係性を検討したところ、膝角度と反応時間に相関関係がみられた（ｒ＝0.38）。この

相関関係はドリル実施前にもみられた（ｒ＝0.35）。男子の反応時間が女子に比べ短かったことは、この

ことが影響していると考

えられる（表 2参照）。 

 

2.落下点への移動 

 アンダーハンドパスに

おける落下地点への移動

は、「ボールの落下地点よ

り 1 歩さがった位置に準

備する」と指導書に書かれてあるように、アンダーハンドパスの場合は、ボールの落下地点に入ってし

まうと、窮屈な姿勢になり、良いパフォーマンス発揮にむすびつきにくい。つまり、落下地点への入り



単元前 単元後 単元前 単元後 単元前 単元後

M 1.13 1.28 .004 1.13 1.27 .083 1.19 1.28 .024

SD 0.51 0.46 0.45 0.54 0.60 0.45

M 0.71 0.65 .017 0.62 0.64 .733 0.78 0.68 .005

SD 0.18 0.12 0.14 0.12 0.21 0.12

M 0.94 0.90 .001 1.00 0.92 .081 0.94 1.06 .006

SD 0.46 0.26 0.50 0.38 0.38 0.45

p<.001    p<.01   p<.05

移動速度

表3　落下点への移動

全体（n=59） 男子（n=28） 女子（n=31）

ｐ ｐ ｐ

移動距離

落下点への入り
*

**

*

**

*

*

*

*

** ** **

が一連の動作やその後のパフォーマンスに対して重要な要素となっていることが言える。 

（1）ドリル実施前における落下地点への移動 

移動距離の全体の平均は、1.13±0.51 であり、男女間に差はみられなかった。落下地点への入りは、

全体の平均は、0.71±0.18 であった。男女別では、男子が 0.62±0.14 で女子が 0.78±0.21 で男女間に

有意差（p＝.000＜.05）がみられた。移動速度の全体の平均は、0.94±0.42 であり、男女間での有意な

差はみられなかった。 

（2）ドリル実施後における落下地点への移動 

移動距離における全体の平均は、1.28±0.46 であり、ドリル実施前後で有意な差がみられた（ｐ＝.004

＜.05）。男女別の平均は男子が 1.27±0.54 で、女子が 1.28±0.45 であり、男子には見られなかったが、

女子にドリル実施前後に有意な差がみられた（ｐ＝.024＜.05）。つまりドリル実施前において、男子の移

動距離のばらつきが女子よりも小さかったことから、男子はドリルを実施する以前よりボールを見て移

動する能力を習得していた者が多数いたのではないかと考えられる。その点、女子においては、ドリル

実施前のばらつきが大きかったが、ドリル前後に有意な差（ｐ＝.024＜.05）がみられ、ドリル実施後の

ばらつきは小さくなった。落下地点への入りの全体の平均は、0.65±0.12 でドリル前後で有意な差がみ

られた。男女別の平均は、男子が 0.64±0.14で女子が 0.68±0.12であり女子においてドリル実施前後で

有意な差がみられた（ｐ＝.005＜.05）。ここでドリル実施前の女子の落下地点の入りと反応時間には相関

関係がみられた。つまり多くの女子は、反応時間が遅くボールの落下地点に入れていないことが明らか

になった。しかしドリル 1 を行うことにより、ボールを見て移動できるようになったと言える（表 3 参

照）。 

 

3.主要局面における動作 

準備局面で落下点に移動した後、

下半身（特に膝）の伸展を利用

しながら、腕を振りすぎないよ

うにしてボールを送り出すこと

が主要局面における動作である。また前傾姿勢が崩れてしまうと腕を振りやすくなってしまうので、準

備局面と同様に、軽い前傾姿勢を継続させるようにすることが大切であると報告されている。先行研究

における熟練者のインパクト時の膝角度の平均が 112°～124°、前傾角度の平均が 39.6°～46.2°、面

角度の平均が 39.6°～46.3°と報告されており、ボールを捉える位置に関しては、手首から 5～10cmの

ところでボールを捉えることと指導書に書かれている。 

（1）ドリル実施前における主要局面動作 

膝角度の全体の平均は、149.3°±31.4、前傾角度の全体の平均は、18.0°±12.5、面角度の全体の平均

は、59.3°±23.7であり、ボールと手首の距離の全体の平均は、2.2cm±0.1313で、いずれも男女間に

有意な差はみられなかった。腕の振り幅の全体の平均は、28.0°±14.3で、男女別の平均は、男子が 24.5°

±10.2で女子が 32.0°±15.2であり、男女間の腕の振り幅に有意な差がみられ（ｐ＝.017＜.05）、男子

よりも腕を振って返球していることが明らかになった。 

（2）ドリル実施後における主要局面の動作 

膝角度、前傾角度、面角度において、ドリル実施前後の変化に有意な差はみられなかったが、ほとんど



の分析項目でばらつきが小さくなる傾向がみられた。 

一方で、ボールを捉えた時の手首からの距離と腕の振り幅については、男女共に有意な差がみられた。 

先述したように、主要局面を支えているのは準備局面であることから主要局面と準備局面に相関関係が

あると仮説を立て検討した結果、女子のボールを捉える位置と移動距離と速度に相関関係がみられた。

しかし、ドリル実施後には相関関係がみられなくなっていたことから、ドリル実施前は移動距離が大き

く、速い分、捉える位置にばらつきが出たと考えられ、ドリル実施後には、移動距離や速度に関係なく、

ボールを捉えることができるよう

になったと示唆された（表 4参照）。 

 

Ⅳ．まとめ 

・落下位置の入り具合によって主要

局面の結果が左右されることが示

唆できた。 

・男子より女子の方がドリル実施に

よって多くの変化をもたらしてい

たことから、今回のドリル教材は運

動技能レベルが低い者に有効であると考えられる。 

・今回のドリル実施前後で膝角度に変化がみられなかったことから、今後の課題として、膝の使い方に

重きを置いたドリル教材も考案するべきである。 
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