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1. 緒言 

ハンドボールにおけるゴールキーパー（以下Ｇ

Ｋ）はゴールエリアというＧＫのみ入ることの許

されるエリア内で唯一、手や足を使ってキーピン

グを行い、身体全体でシュートをはじき出してお

り、コートプレイヤーとは違う特殊なポジション

である。しかし、そんな特殊のポジションであり

ながらも、ハンドボールにおけるゴールキーパー

に関する指導者の知識や指導の方法は明確になっ

ていないのが現状だ。一方、コートプレイヤーに

関する研究は多く行なわれたり指導法も工夫され

るようになっていることから、近年のハンドボー

ル競技はスピーディーなゲーム展開となりつつあ

り、攻撃スタイル・個人の攻撃技術は向上してい

るといえる。それにより、ハンドボールのゴール

キーパーのキーピング技術もゲームにおいて、よ

り高い技術が要求され極めて重要になっていると

思われる。 
そうした中で、Dietrich Späte （以下 Späte）1)

は、キーピングに必要な要素として、「体力的資

質・技術的資質など、さまざまな要素が必要であ

るが、全てのゴールキーパーはキーピングの基本

的動作パターンをマスターするべきである」と述

べている。 
そこで本研究では、ＧＫのゲーム時におけるパ

フォーマンスから基本的動作パターンを抽出し・

分類しキーピングの「基本」を探ることを目的と

する。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象  

平成１７年・関東学生秋季ハンドボールリーグ

１部のＧＫ、（スタートメンバー８名）から動作の

頻度・阻止数がどれほど見られるかを調査した。

８名が出場する試合をＶＴＲに収録し後日再生し、

全２８試合の内、チームの力の差が見られた試合

を除く、２４試合（１人あたり３試合）・約１００

０本のシュートから動作分析を行った。 
2－2 VTR 分析方法 

1）シュートポジション、シュートコースをエリア
分けし、各ポジションのシュート数、どのポジシ

ョンからどのコースに一番多くシュートされてい

るか、シュート状況を把握する。また、どのポジ

ションからのシュートがＧＫにとって、阻止しに

くいかを見るためにシュート成功率（ＧＫのシュ

ート阻止率）も表した。 
2）Späte が示した６つの「基本的動作」を手がか
りに、軸足の使い方・ミートの仕方・下コースに

対応するための動作など、主に３つの動作に着目

して、①～⑳の動作にわけた。（表１）ポジション・

シュートコース別によって動作の頻度・阻止率を

表し、Späteが示した動作と共通する点が見られる
か比較してみた。 

表１ 軸足・ミートの仕方 

コース／ミート 両手 片手 手なし 軸足の使い方 

上コース ① ② ③ ドイツ型※1 

上コース ④ ⑤ ⑥ 北欧型※2 

中コース ⑦ ⑧ ⑨ ドイツ型 

中コース ⑩ ⑪ ⑫ 北欧型 

踏み出し ⑬ ⑭ ⑮ ドイツ型 

スライディング ⑯ ⑰ ⑱ ドイツ型 

※1ドイツ型：ボール逆側の足での踏みきり。 

※2北欧型：ボール側の足による踏みきり。2） 

 

その他の動き ⑲ 

動作なし ⑳ 

 

3. 結果と考察 

3-１ シュート状況 

 カットイン・ポストシュートが２６７本と最も

多く、全体の２８．３％を占めており、シュート

は下コースへ打っていることが多い。ＧＫのシュ

ート阻止率は３１％と他に比べて、阻止しにくい。

２６５本と次に多かったのがロングシュート。全

体の２８％とカットイン・ポストシュートとほぼ

同じであった。ロングシュートでは上コースに多

くシュートされており、ＧＫはそれに対応するジ

ャンプ力が必要であると考える。シュート数も多

いが、シュート阻止率も６８％と１番高く、ＧＫ

は最も阻止しやすいシュートである。 
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図－１ 各ポジションからのシュートコース 
 
3－2 動作について 

 全体の動作頻度は、北欧型が１５９本・全体の

２３％、ドイツ型が５３５本で、全体の７７％で

あった。北欧型の動作では⑤の動作が一番多く、

ドイツ型では⑭の動作が最も多く使われていた。 
また、シュートの種類によって共通した動作が

見られ、シュート距離によって（Ⅰ．）ロングシュ

ート・ミドルシュート、（Ⅱ．）カットイン・ポス

トシュート、サイドシュート、速攻シュート、７

ｍスローシュートと、シュートの種類を２つに分

類することができた。 
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図－２ 北欧型の動作頻度 
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図－３ ドイツ型の動作頻度 
 
（Ⅰ．）ロング・ミドルシュート 

 これらのシュートに対して、北欧型・ドイツ型

の両方の動作が見られた。しかし、③・⑥・⑨・

⑫の動作、手でミートしない動作は見られなかっ

た。シュート数の多いロングシュートでは、⑤の

片手での動作が７９本と最も多く使われ、阻止率

は６３.２％だった。頻度は２７本と少ないが、９
２％と阻止率の高い動作は④の両手での動作だっ

た。北欧型の動作は軸足になる足を、どのキーパ

ーも一歩小さく踏み出してジャンプしており、距

離のある対角の上コーナーに対して、より遠くに

ジャンプできる。しかし、一歩小さく踏み出すこ

とで反応から動作まで時間のロスがあると考えら

れる。ドイツ型の動作はその場から踏み切り、ジ

ャンプできるため、反応してから動作に移す時間

が短く、瞬間的に動作を行えることができる。し

かし、距離のある対角の上コーナーへは、届いて

いなかったり、遅れてしまったりと、身長の低い

ＧＫやジャンプパワーに欠けるＧＫにはドイツ型

の取り方では難しいものがあると考えられる。 

 下コースに対しての動作は、⑭の踏み出し動作、

片手で行う動作の頻度が２５本と最も多かった。

⑬の踏み出し動作、両手で行うキーピングの頻度

は５本と少ないが、阻止率は１００％と高かった。

⑭の踏み出し動作、片手で行うキーピングは、大

きい面を作りコースを消しながらキーピングを行

うことができていた。 
 
（Ⅱ．）カットイン・ポストシュート、サイドシュート、速攻

シュート、７ｍスローシュート 

 これらのシュートに対して、北欧型の動作は見

られず、全てドイツ型での動作だった。シュート

数の多いカットイン・ポストシュートは、下コー

スに多くシュートされているため、⑭の踏み出し

動作が４３本と最も多く、次に⑰のスライディン

グ動作、４０本であった。これら以外の動作では、

②や⑧の片手ミートでの動作頻度が多く、大きい

面を作りながら、シューターに向かって前につめ

てシュートコースを消したり、動かないで相手の

動きやシュートコースを読んだりしてキーピング

する動作が見られ、中コースへのシュートに対応

した、⑧の動作の阻止率は４４％と高かった。ま

た①～⑱の動作以外の、⑲の動作である「大の字

ジャンピング」という動作が見られ、頻度も多く、

阻止率は４４％と高いことがわかった。 
 

4.まとめ 

 結果から Späteが示した「基本的動作」と一致す
る動作が多く見られ、「基本」という動作を抽出す

ることができた。身体的特徴や能力的特徴によっ

て動作の使い分けが必要であるが、動作ごとの頻

度や特徴を、以下の点にまとめた。 

 

（1）北欧型とミートの仕方について 

・頻度が多いのは⑤の北欧型・片手ミートの動作 
・阻止率が高いのは④の北欧型・両手ミートの動

作。 
・どの選手にも見られた動作。特にジャンプパワ

ーのない、身長の低い選手には有効的な動作。 
（2）ドイツ型とミートの仕方について 

・片手ミートの動作頻度が多い。 
・ロング、ミドルシュートに対して、頻度も少な

く、阻止率も低い。 
・その場からジャンプできるため、反応から動作

まで時間のロスが少ない。 
・横の動きだけでなく、キーピング動作を行いな

がら、前後の動き（シューターへの詰め）も行

える。 
（3）踏み出し動作について 

・⑭の片手ミートの動作が一番、頻度も多く、阻

止率が高い。 
・距離のある対角のコースから、足元など距離の

近いコースへ、幅広く対応することができる。 
（4）スライディング動作について 

・⑰の片手ミートの動作が一番、頻度も多く、阻

止率が高かった。 
・距離のある対角の遠いコースでも足を伸ばして

届くことができる。 
・足を伸ばし、お尻を床につけることで、下コー

スの空間を消すことができる。 
（5）Späte が示した動作以外の動作 

・「大の字ジャンピング」という動作が見られた。 

・ゴールまで距離の近い（Ⅱ．）のシュートになど 

 に有効。 
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