
ハンドボールの戦術的状況判断テストの作成とその妥当性・信頼性の検討 
                              指導教官 吉野 聡 
                              発表者 小林 和恵 

 
キーワード： ハンドボール、ゲームパフォーマンス、戦術的状況判断、映像テスト、妥当性、信頼性 

 
1. 緒言 

ボール運動（球技）の授業における児童（生徒）

の評価は、スキルテストではなく、ゲーム中のゲ

ームパフォーマンスにもとづいて実施されるべき

であると明確に主張している人がいる（Mitchell、
2003）ように、これまではスキル面の評価が中心
であったが、ゲームパフォーマンスの背景にある

戦術的状況判断能力（中川、1984）、つまり「知識・
理解」を適切に評価していくことが求められるよ

うになってきた。 
これまでに、先行研究として Bromqvistら（2000）
によるバドミントンのゲーム理解の映像テスト、

鬼沢ら（2004）によるバスケットボールの映像を
用いた戦術的状況判断テストの作成がなされてい

る。しかし、ハンドボールの戦術理解度をみる評

価法は作成されていない。 
そこで、本研究では体育授業を想定したハンド

ボールの映像による戦術的状況判断テストの作成

とその妥当性・信頼性の検討を目的とした。 
 

2. 研究方法 
2-1 対象 

平成 17年 11月 1日から 11月 17日までに茨城県
内の小学校 5 校の児童、4 年生 36 名、5 年生 108

名、6 年生 35 名を対象に行った。なお、テストの
出題は茨城大学保健体育科教員と学生が行った。 
2-2 映像テストの作成 
 このテストは、Bromqvistら（2000）、鬼沢ら（2004）
の先行研究を参考に作成した。実際の授業の映像

から質的研究法によりプレーをカテゴリー化し、

表 1 に示す内容の映像問題を作成した。テストは
動画と静止画で構成され、まず 4～8秒の動画を流
し、プレーヤーが行動を起こす直前で映像を止め

た。その後、静止画にプレーヤーが次に起こすで

あろう動きの選択肢 3 つ（A・B・C）を 5 秒間映
し、その間に解答を選択させた。問題は全 30問か
らなり、映像のモデルは茨城大学ハンドボール部

員が行った。テストは授業中に行い、まず、解答

方法を説明し、次に 2 問のリハーサルを行いテス
トを開始した。時間は約 10分間で行われた。 
2-3 統計解析 

項目の精選については、G-P分析、5年以上のハ
ンドボール経験者の正答の 2 点から検討した。信
頼性の分析については、再検査法により安定性を、

α係数の算出により内的整合性を検討した。また、

妥当性の分析については、構成概念妥当性、基準

関連妥当性の 2点を検討した。 

 
表 1 映像テスト問題の内容 

カテゴリー 問題番号 テスト項目における必要とされる戦術知識 

シュート 6,18,21 シュートポジションにいてDFからフリーであったり、攻撃の

最終局面であるときシュートを打つ。 

裏 11,13,24 DFの裏をとって DF からフリーの状態の味方へパスを出
す。 

前方 3,9,15 前方のスペースで DFからフリーになっている味方へパス

を出す。 
パス 

後方 19,23,30 DFからフリーの状態で後方にまわり込んできた味方へパ
スを出す。 

ボール操

作的技術 

ドリブル 7,8,26 前方のスペースが広く、DF を交わして DFからフリーにな

っているときドリブルで攻める。 

裏 20,25 DFの裏をとってDFからフリーの状態になり味方からパス
をもらえるように動く。 

前方 1,12,28 前方のスペースで DFからフリーになって味方からパスを

もらえるように動く。 

OF 

ボールを

持たない

動き 

サポート 

後方 5,17 味方の後方にまわり DF からフリーの状態でパスをもらえ

るように動く。 

マーク 14,16,29 パスをもらおうと動く人やパスを出した後に次の位置を取

る人にパスが入らないように防御する。 
DF 

プレッシャー 2,22,27 ボールを持った相手にプレスし自由にプレーをさせないよ

うにする。 

 
3. 結果と考察 
3-1 項目の精選 
 項目分析については、5年以上のハンドボール経
験者（大学ハンドボール部員）2 名による解答と、
解答者の上位群、下位群の G-P 分析によって行っ
た。経験者 Aは項目 22以外は全て正答、経験者 B 

 
はすべての項目において正答であった。項目 22に   
ついては、経験者 A の予測性の高い解答であった
ため、小学生については妥当な問題であると考え

た。一方、G-P分析については、項目 3、5、6、21、
29以外は有意性が認められた。項目 3、5、6、21、
29 についても有意性こそ認められなかったものの、



有意傾向にあったりほぼ有意傾向に近い値が示さ

れたことと、作成した問題数の少なさから、テス

ト項目として残したほうがよいと判断したためテ

スト項目として残すこととした。 
 以上のように、項目 3、5、6、21、22、29 はテ
スト項目として残すことの意義を認めたためテス

ト項目として設定することとした。 
 

3-2 テストの信頼性 

再検査分析では単元前後の相関が「サポート・

前方」、「マーク」以外は全て認められた（p<.05）。
「サポート・前方」、「マーク」についてもほぼ有

意な傾向がみられたことから、そのまま問題とし

て残すことにした。 
一方、ｔ検定の結果からは「パス・後方」、「ド

リブル」、「サポート・前方」以外、有意な差が認

められなかった（p<.05）。ただし、「パス・後方」、
「サポート」については、映像テストの平均点が

下がっていたのでそのままテスト項目として残す

ことにした。しかし、「ドリブル」については、得

点が向上したため問題から削除することにした。 
以上のように、再検査分析から本研究で設定し

たテスト問題は信頼性が高いことが示された。ま

た、内的整合性については Cronbach’s alpha= .827
と極めて高く、この点についても信頼性の高さが

認められた。 
 

3-3 テストの妥当性 
1）因子分析の結果 

表 2 はテスト項目をカテゴリー別に因子分析し
た結果を示している。表 2 に示したとおり、ゲー
ムパフォーマンスの 8 カテゴリーは 3 因子に分類
された。第 1因子は「サポート・裏」、「サポート・

前方」、「サポート・後方」、「マーク」から構成さ

れるので①「パス・受け手の動き」と命名した。

第 2 因子は「シュート」、「プレッシャー」から構
成されるので②「シュート状況」と命名した。第 3
因子は「パス・裏」、「パス・後方」から構成され

るので③「パス・ボール操作」と命名した。 
2）学年、性別にみたテスト得点の差の分析の結果 

学年差ついては、一元配置分散分析、Scheffe に
よる多重比較を行った。「パス」、「プレッシャー」

において有意な差が認められた一方で、「シュー

ト」、「ドリブル」、「サポート」、「マーク」は認め

られなかった。 

多重比較の結果、4年、5年よりも 6年のほうが
テストの平均得点が高くなる傾向があることが明

らかになった。つまり、学年段階が上がるにつれ

て戦術理解度が上がることが示されている。 
男女差については、性別からみたカテゴリーご

との得点の平均の差（対応のない t検定）を検定し
た。「シュート」、「ドリブル」、「プレッシャー」に

おいて有意な差が認められたが、ほとんどの項目

で有意な差は認められなかった。つまり、戦術理

解度に男女の明確な差はないことが示されている。 
以上のように、本研究で作成したテストは学年

差が認められる一方、性差はさほど大きくないこ

とを明らかにすることができた。 
3）教員評価との相関分析の結果 
映像テストと教師によるゲームパフォーマンス

評価との関係には有意な関係が認められた（r=.412、
p<．01）。つまり、本研究で作成した映像テストと
教師による授業観察評価には強い関係があること

が明らかになった。このことは本研究で設定した

映像テストが、基準関連妥当性という点で既存の

評価法と高い関連性をもっていることが明らかと

なった。 
 

4．まとめ 

項目の精選（経験者による正答，G-P 分析）、信
頼性の分析（安定性，内的整合性）、妥当性（構成

概念妥当性、基準関連妥当性）を検討した結果、

作成された 28 項目は安定性、内的整合性に富み、
妥当性も高かった。 
以上のことから、本研究で作成されたハンドボ

ールの戦術的状況判断テストは、信頼性、妥当性

を満たす評価法であると考えられる。 
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表 2 因子分析の結果 

 
 カテゴリー  

因子 
パス・受け手

の動き 
シュート状況

パス・ボール

操作 

シュート .259 .591 -.155
パス裏 .215 .119 .624
パス後方 .151 -.068 .705
サポート裏 .661 .031 .205
サポート前方 .612 .222 .079

OF 

サポート後方 .505 .117 .225
マーク .541 .052 .079

DF 
プレッシャー .031 .800 .195

 固有値 2.066 .929 .631
 寄与率（%） 25.825 11.608 7.890
 累積寄与率（%） 25.825 37.433 45.323


