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1. 緒言 
ボールゲームにおける競技力の向上を目指すための

課題として、ゲームを客観的に分析し、ゲームに現れ
る技術や戦術を、明確かつ具体的に把握することが重
要であると指摘されている１）。その分析する方法の 1
つに、スコアによるゲーム分析がある２）。これは、ゲ
ームを構成する要因を定めて項目を設定し、独自のス
コアシートを作成する。その記録された結果を様々な
観点から分析を行う方法である。 
氷海ら３）は、「攻・防活動において、防御力の優れ

ることが勝敗を左右する重要な要素である」と報告し
ている。しかし、分析内容としては、攻撃に限定した
ものが多く、防御（ディフェンス以下 DF と示す）に
ついてはあまりなされてないことが現状である。現在
2007 年のＩ大学女子ハンドボールチームは、0･6DF2
種類、マンツーマン DF の計 3 種類の DF システムを
相手チーム、時間帯などによって使い分け試合を行っ
ている。 
そこで本研究では、2007 年 I 大学女子ハンドボール

チームの DF を対象に、独自で作成した分析シートを
用いてゲーム分析を行うことにした。そこで得られた
結果から I大学のDFシステムの全体像を明らかにし、
0･6ＤＦ1 種類でのロングシュート・カットイン時にお
ける動作、時間に着目して、Ｉ大学女子ハンドボール
チームの DF の現状と課題を把握することを目的とし
た。 

 
2. 研究方法 
2-1 分析対象 

2007 年 4 月～5 月にかけて行われた関東学生ハンド
ボール連盟春季リーグ女子 1 部の I 大学の試合、全 10
試合のDF 時のみを対象とした。 
2-2 分析方法 
分析対象にあげた全 10 試合を、DV カメラ（SONY

社製，DCR-PC9）を用いて、I 大学の DF の全体が映
るようにビデオを三脚で固定し、高位置から撮影した。
撮影した映像は DV から VHS にダビングする間に
VIDEO TIMER（FOR.A 社製，VTG-33）を通して、100
分の 1 秒単位で分析できるようにした。撮影したVHS
をもとに独自で作成した分析シートに基づきデータを
入力し、得られたデータを単純集計・クロス集計を行
った。なお集計にはMicrosoft Excel を使用した。 
2-3  分析項目 
1）全体像を把握するための基礎データ項目  
①攻撃回数②遅攻･速攻回数③DFの種類④シュートの
種類（8種類）⑤シュートエリア（17エリア）⑥ミス
数（7種類）⑦ポストの位置（6種類） 
上記の項目から、攻撃成功率、シュート達成率、シ

ュート率、ミス率などを算出した。 
2）ロングシュートに関する項目 
①歩数②DF の動き（6種類）③シュートブロックの結
果（8種類）④ラストパスの種類（7 種類） 
3）カットインに関する項目 
①カットインの種類（3種類） ②DF の結果（4種類）
③評価（3種類） 
4）時間の分析 

①助走開始時間②ラストパスの時間③キャッチ時間④
シュート踏み切り時間⑤シュート時間⑥シュートブロ
ックの飛び上がる時間⑦牽制から戻り始める時間 
上記の項目から、助走時間、ボール保持時間、シュ

ートブロックの飛ぶタイミング、滞空時間、牽制の戻
り始めるタイミングを算出した。 
 
3. 結果と考察 
3-1 遅攻攻撃でのDF の全体像 
 DF の全体像を見るために、全試合における攻撃結
果（攻撃回数、得点、攻撃成功率、シュート率、ミス
率など）を調べた。攻撃回数は全体の平均 69.9 回であ
り、そのうち遅攻 51 回（68%）、速攻 23.6 回（32%）
であった。遅攻でのシュート率は 36% （PT を含んで
いない）であった。シュートの種類を見ると、最も遠
くからのシュートであるロングシュートが23%と最も
多く、続いてカットインからのシュートが 22%と多か
った。シュート別シュート率では、最も近距離からの
シュートであるポストシュートが 73.9%と最も高く、
続いてカットインからのシュートが 63.6%と高かった。
最も遠くからのシュートであるロングシュートは20%
と最も低かった。この結果から、I 大学では最もシュ
ート率の良いポストの守りが堅く、シュート率の悪い
ロングシュートを打たせていることがわかった。しか
し、２番目に多いプレーであるカットインのプレーの
シュート率が高いことがわかり、今後カットインに対
しての DF の見直しが必要であると考えられる。攻撃
の精度に関して、ミスをすることなくシュートまで至
った割合を表すシュート達成率は 67.5%であり、攻撃
成功率は 23.3%であった。ミス率は 33.7%であった。
水上 5）によると、「ミス率を 20%以下にすることが攻
撃の目標となる」としている。この結果から、I 大学
のDF に対する攻撃側のミス率は高いと言える。 
3-2 ロングシュートに対して 
 ロングシュートに対するDF の動きをみると、｢その
場でシュートブロック｣が 22 本（39%）と最も多く、
続いて｢前に詰めてシュートブロック｣が 19 本（33%）
と多かった。最も少なかったのは「前に詰めて接触す
る」の 4 本（7%）であった。この結果から、0･6DF①
ではロングシュートに対して、シュートを打たせて、
シュートブロックでゴールキーパー（以下GK と示す）
との連携によりシュートを阻止するという方法をとっ
ていることがわかった。また DF の動きと得点とを見
ると、「その場でシュートブロック」の時に最も得点さ
れていることがわかった。同じシュートブロックでも、
「前に詰めてシュートブロック」では得点が減少して
いることがわかった。また、宮崎４）の研究によると、
「DF との対応距離の接近によるボールの初速度、あ
るいは上体の前傾角度が接近するほど減少した」と明
らかにしている。この結果から、同じシュートブロッ
クでも少し前に詰めることによって失点を削減できる
ことが言える。よって、I 大学は前に詰め、できるだ
け相手へのプレッシャーを与えることが課題となる。 
 シュートブロックの飛び上がるタイミングは、「0.10
～0.19 秒」シューターより遅く飛び上がるのが 25 本と
最も多く、続いて「0.00～0.09 秒」シューターとほぼ
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同時に飛び上がるのが 16 本と多かった。平均は「0.02
秒」であった。また、シュートブロックの飛び上がる
タイミングと結果についてみると、ブロックがあたっ
ている時間は「0.00～0.19 秒」であり、シュートを枠
外に外している時間も「0．00～0．19 秒」がとても多
かった。得点された時間は「0.10～秒」であった。こ
の結果から、「0.20～秒」は飛び遅れていると考えられ、
「0.00～0.19 秒」シューターより遅く飛び上がるタイ
ミングが理想のタイミングではないかと考えられる。 
 
3-2 カットインに対して 
 カットインに対するDF の結果は、「ノーマークで打
たれた」が 15 本（34%）と最も多く、「フリースローに
なった」が 5 本（11%）と少なかった。この結果から
0･6DF①では、接触せずにシュートを打たれている傾
向があることがわかった。 
カットインのエリアをみると、f エリアが 22 本、d

エリア 18 本とこの 2 つが突出していた。 

 

図１ コートエリア図 

そこでdエリア、f エリアのDF の結果を比較して見る
と、d エリアは「チャージング」【C】が 44%と最も多
く、｢フリースローになった｣【F】が 11%と最も少なか
った。f エリアは｢ノーマークで打たれた｣【N】が 41%
と最も多く、「フリースローになった」が 9%と最も少
なかった。この結果から、両エリアともにフリースロ
ーをとることが少ないが、d エリアは約 4 割チャージ
ングをとることができシュートまで行かせていないが、
fエリアは約 4割ノーマークで打たせていることから、
dエリアに比べて fエリアのDF力が劣っていることが
わかった。 
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図２ ｄ、ｆエリア別のDFの結果 

2 枚目 DF のセンタープレーヤーへの牽制から戻り
始める時間と DF の結果について見ると、ラストパス

が出た後に戻り始めるが飛び抜けて多かった。しかし、
DF 結果をみると、ラストパスが出た後に戻り始める
時にノーマーク【N】で打たれていることが多いこと
がわかった。この結果から、牽制から戻り始めるタイ
ミングがわずかではあるが遅いことがわかった。今後
の課題としては、牽制から戻り始めるタイミングを少
し早めることでカットインからのシュートを防ぐこと
ができるのではないかと考えられる。 
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図３ 牽制の戻り始めるタイミングとDFの結果 

  
4. まとめ 
 本研究では、2007 年関東学生ハンドボール連盟春季
リーグでの I 大学の全 10 試合の DF を対象とし、DF
システムの全体像およびロングシュート･カットイン
時における動作、時間につい分析を行った。 
1）0･6DF①は、ポストへの守りが堅く、ロングシュー
トに対しては、シュートを打たせ、シュートブロック
をし、GK との連携で阻止している傾向があった。 
2）シュートブロックは前に詰め、できるだけ相手への
プレッシャーを与えることが課題となる。またシュー
トブロックの飛び上がるタイミングは、「0.00～0.19
秒」シューターより遅く飛ぶと良いことがわかった。 
3）2 番目に多いカットインのプレーのシュート率は

63.6％と高いことがわかり、カットインに対する DF
の見直しが必要である。 
4）牽制から戻るタイミングはわずかではあるが遅いこ

とがわかった。 
5）カットインに対して、d エリアは約 4 割チャージン
グを取るのに対し、f エリアは約 4 割ノーマークで打
たれており、d エリアに比べて f エリアは劣っている
ことがわかった。 
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