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1. 緒言 

平成 10年の指導要領改訂により、基礎的・基本
的な内容を確実に習得したかを把握することが重

要になり、目標に準拠した評価が問われるように

なった。体育科におけるボール運動の評価は難し

い。 
これまでに、Blomqvistら(2000)がバトミントン、
鬼澤ら（2004）がバスケットの映像テストを作成

した。しかしながら、ハンドテニスの戦術理解度

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テニスの映像に

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 

本研究では茨城県内の公立小学校 5 校の児童、

計 179 名(男子 93 名、女子 86 名)を対象にテスト

を実施した。学年別には、4年生 36 名、5年生 108

名、6 年生 35 名である。このうち、テニス経験者

は 13 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った。 
2-2 映像テストの作成 
 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、

Griffin’s Teaching Game、テニスの参考書、及び児
童が行うと予想される動きをカテゴリー化した。 
テストは動画、静止画の 2 つで構成された。映

像は約 20ｍ×10ｍのコートで、1 対 1 のゲームの

状況で、21 問を撮影し、映像のモデルは茨城大学

保健体育専攻の学生が行った。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。

その後に、プレーヤーが起こすと予想される反応

の選択肢 3 つ(A・B・C)を静止画として 5 秒間映
し、その間に解答させるように問題を作成した。

問題は全 21 問で約 7分間とした。なお、解答用紙

にはすべての項目に 4 段階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問のリハーサルを行った後に、テストを始めた。 

2-3 統計解析 
項目の精選は、GP分析、テニス経験者の正答か
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。教員評価は、ハンドテニスの授業を行った対

象校の体育専門の担任教師が、観察によって子ど

もたちのパフォーマンスを評価したものである。

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テニ

スを 6 年以上経験している茨城大学体育科学生(2

名)の正解率をみた。その結果 2人とも全問正解し

た。しかしながら、GP分析については、21 問の合
計得点を算出し、得点の上位群と下位群 (Ｎ＝178

×25％＝44、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、21 問中 20 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 20 問は等質性を満たし

たと言える。有意な値が出なかったについては経

験者との検討を経て、テニス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、経験者に

はわかる内容であ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 21 問で構成す

ることにした。 

3-2 テストの信頼性 

表 1 は、ハンドテニス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「シ

ュート」など7カテゴリーの再検査分析の結果と、

精選された21問のCronbachの α係数の分析結果を
示している。 

 プレテストとポストテストの再検査分析では、

各カテゴリーにおいてプレテストとポストテスト

間の関係、Pearsonの相関分析とｔ検定をもって検
討した。その結果 7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、.827 という結
果が得られた。よって、このテストは信頼性に富

むことが確かめられた。 

 

ｔ値

サービス .508
** 0.8

フォアハン .598** 1.1

フェイント .487
** -0.527

ボレー .607
** 1.08

スマッシュ .614
** 3.50*

ベースポジ .487
**

**p<.01

オフ・ザ・ボール・ムー
ブメント

スマッシュに
対するポジ
ショニング

.555
**

オン・ザ・ボール・ス
キル

0.08

0.14

-0.07

0.13

-0.39

カテゴリー 相関係数
ｔ検定

平均値の値

表1　再検査分析とα係数の分析の結果

Cronbachのα係数＝.827

 
 

3-2 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 7 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
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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、.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 1の通り因子分析の結果、抽出された因子は 1

因子にとどまった。第 1因子には「サービス」「フ

ォアハンド」「フェイント」「ボレー」「スマッシュ」

「ベースポジション」「スマッシュ時におけるポジ

ショニング」の 7カテゴリーが、.30 以上の因子負

荷量を示した。これらのカテゴリーは得点にすべ

てのゲームスキルの要素を含むことを意味してお

り、この因子を「ゲームスキル」と命名した。こ

のことは、吉田(1997)が指摘したテニス、バトミ

ントンなどのスポーツは攻防一体型に位置づけら

れるという考え方の妥当性を示している。 

以上のことから、ハンドテニスは攻撃と守備の

能力が別々のものではなく、攻守が表裏一体のも

のとして、1つの能力につながって成長すると考え

られる。つまり攻撃のスキル、守備のスキルやオ

ン・ザ・ボールスキル、オフ・ザ・ボールムーヴ

メントといった分類よりはむしろ、局面や状況ご

とに捉えることの妥当性が示された。これらの結

果は TGFU の「スキルだけでなく、状況ごとの指
導が必要である」という考えに対応しており、こ

のことは、今後の指導に大きな示唆を与える結果

が得られたと考えられる。 

 

累積寄与率（％） 49.31

固定値 3.45
寄与率（％） 49.31

0.85

オフ・ザ・ボール・スキ
ル

ベースポジション 0.55
スマッシュに対するポジショニング 0.72

オン・ザ・ボール・スキ
ル

サービス 0.53

フォアハンド

スマッシュ

表５　因子分析の結果

因子
ゲームスキル

カテゴリー

0.78

フェイント 0.59

ボレー 0.84

 
 

2)性、スポーツ経験別にみたテスト得点の差の分

析の結果 

 性別にみたゲーム理解度の分析結果は、「フォア

ハンド」（t=3.662 p<.05）、「フェイント」（t=2.450 
p<.05）、「スマッシュ」（t=2.018 p<.05）、「スマッ
シュ時におけるポジショニング」（t=2.665 p<.05）、
「総合得点」（t=3.049 p<.05）に有意な差があった。
その他の「サービス」や「ボレー」などでは差が

無かったものの、「総合得点」で男子児童の方が高

かったことから、性別の違いが認められたと言え

る。さらに、有意な差があった性別の差が高いと

言える。 

テニスの経験別にみたゲーム理解度の分析結果

は、「サービス」、「フォアハンド」、「フェイント」、

「ボレー」、「スマッシュ」、「スマッシュ時におけ

るポジショニング」で差が出なかった一方で、「ベ

ースポジション」（t=2.729 p<.01）で有意な差が認
められた。特に「総合得点」の平均の差（経験者

M=16.15、未経験者M=12.21）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179名である。

Pearsonの相関分析を用い、映像テストの結果と教
員評価を分析した結果、教員評価との相関がみら

れた（t=.498 p<.01）。よって、基準関連妥当性が
認められたと言える。 
 
4 まとめ 

本研究は、ハンドテニスにおける子どもの戦術

的状況判断能力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ハンドテニ

スの戦術的状況判断テストを作成した。問題はサ

ービスやベースポジションなど 7 カテゴリーそれ

ぞれ 3 問、計 21 問である。テスト時間は 1 問 15

秒～20 秒で、全 21 問で約 7分間である。作成した

テスト茨城県内の公立小学校の 4・5・6 年生、計

179 名を対象に行った。 

 項目の精選では、テニスを 6 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
21 問全てを残すことにし、α＝.827 を得て、信頼
性、内的整合性が認められた。因子分析において

は、「ゲームスキル」の 1因子で解釈した。これら

の結果は、テニスは攻守が表裏一体であり、指導

プログラムなどを考えていく上では攻撃のスキル、

守備のスキルやオン・ザ・ボールスキル、オフ・

ザ・ボールムーヴメントといった区分けよりはむ

しろ、局面や状況として捉えることの重要性を示

していると考えられる。また、性、スポーツ経験

別にみたテスト得点の差の分析では、スポーツ経

験差においては大きな差はみられなかったが、性

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=.498 p<.01）、基準関連
妥当性も認められた。 

 以上のことから、本研究で作成されたハンドテ

ニス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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