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１．緒言 

イギリスにおけるゲーム理解のための指導論

(Teaching Games for Understanding以下 TGFUと略
す)では、「技術中心の指導ではなく、ゲームパフ

ォーマンス中心の指導が必要である」と主張され

ている。例えば、Griffin ら(1999)はゲーム中の戦
術的課題の識別と、問題解決に向けた適切な反

応・選択に必要な能力を向上、あるいはそのよう

な能力そのものを評価の観点にする必要性を主張

しているが、実際に妥当性・信頼性に富む評価は

かなり難しい。 

 これまで、Blomqvistら(2000）、鬼澤ら(2004）が
映像テストを作成した。しかしながら、サッカー

の戦術的状況判断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サッカ

ー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．方法 

2-1 対象 

 本研究では茨城県内の公立小学校 4 校の児童、

計 135 名(男子 70 名、女子 65 名)を対象にテスト

を実施した。学年別には、5年生 102 名、6年生 33

名である。また、サッカー経験者は11名であった。

なお、テストの出題は茨城大学保健体育科の教員

と学生が行い、平成 17 年 11 月 1 日から 11 月 17

日にかけて行われた。 

2-2 映像テストの作成 

このテストは、Blomqvistら(2000)、鬼澤ら(2004)
の映像問題を参考に作成した。特に質問項目は、

平成 15 年 12 月に収録された小学校 6 年生の体育

授業(サッカー)からゲーム中に出現したパフォー

マンスを質的研究法によりカテゴリー化した。特

定されたそれぞれのカテゴリーに対して、サッカ

ー指導教本(2002)を参考に問題内容を作成した。 

テストは動画、静止画の 2 つで構成された。映

像は、3対 3＋キーパーのミニゲームの状況で、攻

守 24 問を撮影した。動画は 4～9 秒流し、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の起こす反応の選択肢3つを5

秒間映し、その間に解答させるような問題を作成

した。問題は全 24 問で約 8分間とした。なお、解

答用紙にはすべての項目に 4 つの選択肢を設定し

た。実際に対象児童には、出題者が解答方法を説

明し、2問リハーサルを行い、テストを始めた。 

2-3 統計解析 

項目の精選は、GP分析、サッカー経験者の正答 
から検討した。信頼性の分析は再検査分析により 

安定性、α係数の分析により内的整合性を検討した。 
妥当性の分析は構成概念妥当性を分析するために、 

因子分析と学年、性、スポーツ経験別にテスト得

点の差の分析（平均の差の分析）を行い、基準関

連妥当性を検討する上で、教員評価との相関分析 

 

 

を行った。本研究における統計解析の手続きは

SPSS に依り、有意水準は 5％に設定することとし
た。 

 

3．結果と考察 

3-1 項目の精選 

映像テストの内容妥当性を確かめるためにサッ

カーを10年以上経験している茨城大学体育科学生

(3 名)の正解率をみた。その結果 3人とも全問正解

した。GP分析については、有効解答数133通の各々
について 24 問の合計得点を算出し、得点の上位群

と下位群（Ｎ=132×25％=33、因みに上位群は同得

点のためＮ＝41 となった)を選別した。    

それぞれのカテゴリーにおいて各項目得点の合

計点を算出し、その差をｔ検定をもって検討した

ところ、24 問中 21 問において上位群の得点は下位

群を上回った。したがって 21 問は等質性を満たし

たと言える。有意な差がみられなかった 3 問につ

いては経験者との検討を経て、サッカーの経験が

少ない子どもたちには、その内容の知識はないが、

経験を積めばわかるようになるという理由から残

すことにした。以上の項目分析から、テストは 24

問で構成することにした。 

3-2 テストの信頼性 

表 1 は、サッカーの授業を行った対象校を除い

たＮ＝102のプレテストとポストテストの8カテゴ

リーの再検査分析の結果と、精選された 24 問の

Cronbachの α係数の分析結果を示している。 
 再検査分析では、各カテゴリーにおいてプレテ

ストとポストテストの差を、Pearsonの相関分析と
ｔ検定をもって検討した結果、相関分析において

は、8カテゴリー全てにおいて有意な関係（p<.01）
が認められる一方で、ｔ検定では全ての項目で、

有意な関係が認められなかった。また、Cronbach
の α 係数の結果は、.723 という結果が得られた。
以上のように、このテストの比較的高い信頼性を

確かめることができた。 

3-3 テストの妥当性 

1）因子分析の結果 

表 2 は因子分析の結果、抽出された因子を示し

ている。因子分析は 8 カテゴリーから行い、初期

解の抽出には主成分法を用い、因子軸の回転には

バリマックス回転を適用した。因子の解釈、命名

にあたっては、基本的に.30 以上の因子負荷量を示

すカテゴリーを手がかりとしている。 

 表 2の通り因子分析の結果、抽出された因子は 3

因子にとどまった。第 1因子には「シュート」「裏

へのパス」「ドリブル」「裏への飛び出し」「ポジシ

ョニング」の 5 カテゴリーで構成された。これら

のカテゴリーは得点に関わる攻防や得点につなが

る場面をつくる際の攻防を意味しており、この因

子を「ゴール前の攻防」と命名した。第 2 因子は

「サポートのパス」「サポートの動き」という 2カ



テゴリーから構成された。これらのカテゴリーは

中盤でのボールをつなぐプレーを意味し、この因

子については、「ボールキープ」と解釈した。第 3

因子は「プレッシャー」の 1 カテゴリーから構成

され、この因子を「プレッシャー」と命名した。 

以上のことは、サッカーにおける攻撃的・守備

的パフォーマンスの理解は、表裏一体的に発達す

ることを示している。 

2) 学年、性、スポーツ経験別にみたテスト得点の

差の分析の結果 

 学年別にみた戦術的状断能力の分析結果は、「サ
ポートへのパス」（t=-3.644 p<.01）、「サポートの
動き」（t=-3.117 p<.01）、「総合得点」(t=-2.646 
p<.01)で有意な差があった。その他の「シュート」
や「ドリブル」などでは差が無かったものの、「総

合得点」で 6 年生の方が高かったことから、学年

別の違いが認められたと言える。さらに有意な差

があったカテゴリーは「ボールキープ」の因子で

あることから、ゲーム作りやボールをつなぐ状況

の知識は特に学年別の差が高いと言える。性別に

みたゲーム理解度の差の結果は学年差のような差

がみられなかった。よって、性別によるゲーム理

解度の違いは比較的小さいことが明らかになった。 

特に大きな差がみられたのは次のサッカー経験

別の結果である。対象人数は大きな差はあったが、

「サポートのパス」（t=2.996 p<.01）、「ドリブル」
（t=2.861 p<.01）、「プレッシャー」（t=3.951 p<.01）、
「総合得点」（t=4.359 p<.01）で有意な差が出た。
特に「総合得点」の平均点の差（経験者M=19.27、
未経験者M=13.85）は大きく現れた。 
 このように学年別による差や経験による差が現

れたという点で、本研究で作成したテストの構成

概念妥当性が確かめられた。 

3）教員評価との相関分析の結果 

 映像テストの基準関連妥当性を確かめるために、
テストの総合得点と 5 段階の教員評価との相関を

みた。対象人数は教員評価を行った 33 名である。

分析には Pearsonの相関分析を用いた結果、教員評
価との相関がみられた（ｒ=.517 p<.01）。よって、
基準関連妥当性が確かめられた。 

平均値の差 t値

ボール保持者に
対して

.502** -.09 -.923

ボールを持って
いない者に対して

.555** -.05 -.540

** p < .01

カテゴリー

.237**

表1　再検査分析とα係数の分析の結果

t検定

オン・ザ・ボール
スキル

オフ・ザ・ボール
ムーヴメント

ドリブル

-.084

-.481

.336**

裏へのパス

-.342

Cronbachのα係数 = .723

-.04サポートへのパス

相関係数

-.01

-.05

シュート

-695

-.528

-1.061サポートの動き

裏への飛び出し

.504**

ディフェンス

-.07

-.05

-.13

プレッシャー

ポジショニング

オフェンス

.397**

.239**

.388**

.65 .06 .03

.49 .02 .17
サポートへのパス .26 .64 .03

.45 .13 .13

.66 -.13 .05
-.07 .38 .10

ボール保持者に
対して

.10 .13 .55

ボールを持って
いない者に対して

.75 .31 -.27

1.93 .71 .43
24.16 8.84 5.4
24.16 33.00 38.40

固有値
寄与率 (%)

累積寄与率(%)

プレッシャー

ポジショニング

プレッシャー

表2　因子分析の結果

カテゴリー

因子
ボールキープゴール前の攻防

シュート

裏へのパス

ディフェンス

オン・ザ・ボール
スキル

オフ・ザ・ボール
ムーヴメント

オフェンス
ドリブル

裏への飛び出し

サポートの動き

 

4．まとめ 

本研究は、サッカーの戦術的状況判断能力に関

する子どもの理解度を評価できるテストを作成し、

その妥当性と信頼性を検討した。Blomqvist ら
(2000)、鬼沢ら（2004）の映像テストを参考にサ

ッカーの戦術的状況判断テストを作成した。作成

したテストは茨城県内の公立小学校の 5・6 年生、

計 135 名を対象に行った。 

 項目の精選では、サッカーを 10 年以上経験して

いる者の正答率や GP分析、経験者との討議を経て
24 問全てを残すことにし、α＝.723 を得て、内的
整合性が認められた。また再検査法では、安定性

も認められた。因子分析においては、「ゴール前で

の攻防」「ボールキープ」「プレッシャー」という 3

因子で解釈した。これらの結果は、指導プログラ

ムなどを考えていく上では技術ごとの区分け以上

に、局面や状況として捉える重要性も示された。

また、テスト得点の差の分析では、学年差や性差

においては大きな差はみられなかったが、スポー

ツ経験差においては有意な差がみられた。これら

の結果から構成概念妥当性が認められた。さらに、

教員評価との相関もみられ（t=.517 p<.01）、基準
関連妥当性も認められた。 

 以上のように、本研究で作成されたサッカーの

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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