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1. 緒言 

バレーボール競技は，世界でもっとも親しまれて

いるスポーツの一つである。全日本チームの世界

における地位は男女とも１９７０年代をピークに

下がってしまった。ナショナルチームが弱いとい

うこととバレーボールの競技人口の減少との関連

は，バレーボールだけでなく，すべてのスポーツ

において見られる。中学校の部活動という大きな

契機によりバレーボールを始める競技者も多く，

大木ら 1）は「そのレベルが向上し，さらに高校・

大学が強くなるという積み重ねの中ではじめて世

界で活躍できる選手が育ち，強いチーム作りが可

能となる」と述べている。 
そこで本研究では，前回仙波 2）の研究で報告さ

れたマウスでのデータ入力を行うスカウティング

システムを，競技レベルとしては，初期段階とも

いえるゲームに対応できるよう改良しながら，中

学生バレーボール競技の現状と課題を明らかにす

る。 
 
2. 研究方法・内容 
2-1 分析対象 

2005年 6月から 7月に行われた茨城県県民総合
体育大会中学バレーボールの部女子，水戸地区大

会，県大会の各決勝トーナメントでの試合を主と

した 3 セットマッチ 8 試合ずつ，計 16 試合 33 セ
ットを分析対象の試合とした。 

 
2-2 分析方法 
1)  分析ソフトについて 
前回仙波 1）によって報告されたスカウティング

システム「ＩＴバレー」を，中学生バレーボール

競技に適応可能にするために改良を加えた。この

プログラムは，リアルタイム処理ではなく試合を

ＶＴＲ撮影し，そのＶＴＲを見て分析する方法を

とった。入力方法は，ファイル名，スターティン

グメンバーを入力する際にキーボードを使用した

が，それ以外のデータ入力は画面上に表示される

各項目をマウスでクリックする方法で進めた。 
2)  分析項目 
分析ソフトへの入力項目は順に，サーバーの背

番号，サーブの種類，サーバーの打つ位置，ボー

ルの落下位置，サーブレシーバーの背番号，サー

ブレシーブの評価，トスの評価，攻撃パターン，

スパイカーの背番号，トスの位置，ボールの落下

位置，攻撃の結果，攻撃の球質の計 13項目であり，
このうちサーブレシーブの評価，トスの評価，攻

撃パターン，攻撃の結果，攻撃の球質について分

析した。 
 
 
 

 

3. 結果と考察 
3-1 分析ソフトの改善 

入力項目の内容の改善については攻撃パターン

が挙げられる。攻撃のパターンは技術のレベルが

あがるほど多種多様であり，コンビバレーが攻撃

の主となり試合が展開されている。前回報告され

たソフトの攻撃パターンの項目のうち，「１人時間

差」の項目を排除し，中学生競技の中で攻撃の役

目を果たしていると思われる「レシーブダイレク

ト返球」の項目を追加した。 
もうひとつはトス評価についての入力項目を設

けた。チーム内での 2 回目のプレーのデータを出
すことによって，サーブレシーブ評価とトス評価

の関係やサーブレシーブ評価と攻撃に関するデー

タとの関連を見ることができるようにした。 
問題点としては，セット終了の「Ｆ２」キーを

押してコートチェンジ表示にすると，第 2 セット
目は，第 1 セット目と同じスターティングメンバ
ーのまま変更することができない点と，新しく追

加した「トス評価」の入力を間違えるとエクセル

上でしか訂正することができない点が挙げられる。 
 

3-2 攻撃について 

図 1 は攻撃の結果別本数の割合を表したグラフ
である。県・地区両大会とも攻撃後プレーが継続

した本数が，決定し得点した本数の約 2 倍の値と
なり，得点につながる一つの手段であるスパイク

攻撃の決定力の低さがうかがえる。 

図１　攻撃の結果別本数の割合
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図２は攻撃の球質の割合を表したグラフである。

県大会では｢強打｣が 664 本で攻撃総本数全体の約
55％を占め，「軟打」，「フェイント」の「軟攻」は
あわせて 373 本で全体の約 32％，相手チームにと
ってチャンスボールである｢パス｣での返球は 156
本で攻撃総本数全体の約 13％，地区大会では「強
打」が 462本で攻撃総本数全体の約 45％，「軟攻」
は 263 本で全体の約 25％，｢パス｣での返球は 313
本で攻撃総本数全体の約 30％を占めている。 

 



図2　攻撃の球質別本数とその割合
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 図３は，サーブレシーブの返球がセッターの 4
歩以上歩いてのトス，アンダーハンドでのトス，

セッター以外の選手によるトスになったときの攻

撃の球質の割合を表したグラフである。「パス」で

の返球は，県大会で 34 本（約 22％），地区大会で
112本（約 63％）と地区大会で高い割合を示した。
地区大会ではサーブレシーブの返球が乱れた場合，

高確率で相手チームの「パス」によるチャンスボ

ールが返ってくることが予想される。 

図３　レシーブ評価「４歩以上」のときの攻撃の球質
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3－3 サーブについて 

表１のサーブレシーブ評価別本数から，県大会に

おいてはサーブレシーブ総本数 546 本中レシーブ
ミスによる失点した本数が 74 本で，換算すると 1
試合に平均約 9.3 本のサーブポイントが見られる。
地区大会においては，587本のサーブレシーブ総本
数のうちレシーブミスによる失点の本数が 117 本
になっており，1 試合に平均約 14.6 本のサーブポ
イントが見られることになる。しかし，エクセル

上のデータから集計すると，県大会でサーブミス

本数は総計 50 本あり，サーブポイントも多いが，
サーブミスによる失点も多いことがわかった。 

 

表１ サーブレシーブ評価別本数（本） 

評価 県大会 地区大会 

◎（定位置） 214 193

○（１～３歩） 91 87

△（４歩） 159 190

SP 74 117

ダイレクト返球 8 0

総計 546 587

 
 

3－4 トスについて 

サーブレシーブの返球がセッターの定位置から

離れるほど，トス評価の「△」の割合は高くなり，

スパイク攻撃につながるトスにならずに相手コー

トに「返球」してしまう場合や，地区大会ではダ

ブルコンタクトなどの「ミス」に終わる場面が見

られるようになる。特に，県大会でサーブレシー

ブ評価「4歩以上」のサーブレシーブ本数の 152本
中，スパイカーにとってベストな状態で打てるよ

うなトスが上がるときの評価「○」は70本で約46％，
地区大会では 187本のサーブレシーブ評価「4歩以
上」の本数のうち，46 本がトス評価「○」であり
全体の約 25％にすぎないことが図４からわかる。 

図４　レシーブ評価「４歩以上」のときのトス評価の割合
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4．まとめ 
（1）分析ソフトの今回の改善点は，「攻撃パター
ン」「トス評価」の入力項目内容である。「攻撃パ

ターン」の項目では，「１人時間差」の項目を削除

し「ダイレクトレシーブ返球」加えた。「トス評価」

では，4段階を設定して追加した。問題点は，ソフ
ト上では訂正できない入力項目がある点とコート

チェンジの際のメンバー変更の点が挙げられる。 
（2）県・地区両大会とも，攻撃の結果は，「継続」
する場合がもっとも多く，攻撃の球質で「強打」

の割合は攻撃全体の約半数であった。サーブレシ

ーブ評価と攻撃の球質を絡めて分析すると，サー

ブレシーブ評価「4歩以上」のとき，攻撃の球質が
「パス」になる割合は，地区大会で県大会の約 2
倍になった。 
（3）県大会では平均 1試合あたり約 9.3本，地区
大会で約 14.6 本のサーブポイントが見られる。サ
ーブの強化は得点できる効果的な方法の一つであ

る。 
（4）サーブレシーブ評価の良し悪しにトス評価は
大きく影響されている。サーブレシーブがセッタ

ーに正確に返球されなくても，スパイク攻撃にう

まくつなげられるようなトスや二段トスが上げら

れるような技術を磨くことが中学生競技には必要

である。 
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