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1.  緒言 

 ハンドボール競技において、GK がゲームに与える影

響は非常に高いとされているが、GK の指導や育成に関

する研究は多くはされていないのが現状である。GK が

シュートされたボールを止めるためには、シューターが

フォワードスイングを開始した直後からボールがリリース

されるまでの短時間の間に情報を集めてシュートコース

を予測し反応しなければならない。近年の研究で、栗山

(2005)がシュート動作に対応した、GK の動き出しの時

期について分析した結果、GK がシュートコースを判定

し、動き出しを開始する時期は、フォワードスイングの直

後であることを示唆している。このことから、GK はシュー

ターのバックスイングからフォワードスイング動作にかけ

てシュートコースを予測していると考えることができる。

阿部ら(1992)は、アイカメラを用いたハンドボールの GK

の注視点に関する研究-7m スローにおける GK の最初

の注視点について-という研究で、GK はシューターの

顔を見ることによる情報からボールを阻止しているので

はないかという推測を立てているが、実際に GK がシュ

ートコースを判断するとされるシューターのフォワードス

イング時にどこから情報を得ているかということが明らか

になっていない。そこで本研究では、7mスローにおいて、

シューターのフォワードスイング開始時からボールがリリ

ースされるまでの投球動作から、シュート方向を決定付

ける投球動作上の特徴を明らかにし、GK の 7m スロー

での方向予測の参考にすることを目的とした。 

 

2.  研究方法 

2-1  データ収集 

 関東学生女子ハンドボール部に所属し、関東学生

ハンドボールリーグで出場機会のある右利きの学生 8

名が行う 7m スローを研究対象とし、左右のコースを交

互に 2 本ずつの一人 4 本の投球を行い、計 32 本のシ

ュートを分析の対象とした。また、シュートコースは、1

本目と 3 本目が右(GK から見て)、2 本目と 4 本目を左

と定めた。7m スローは、日本ハンドボール協会競技規

則のルールに基づき行うものとする。 

 本研究は、GK からの視点でシュートコースを判断で

きるポイントを見つけるため、ビデオカメラ(SONY 

DCR-HC90)を 1 台ゴールの手前にセットし、シュータ

ーの正面からの GK から見える映像を使用することとし

た。 

 実験に先だち、関東学生ハンドボール協会に所属し

ている各大学の GK6 名に簡単なインタビュー調査を

実施した。このインタビュー調査の目的は、大学１部リ

ーグで活躍している各チームの GK が、7m スロー時に、

どこを見ているのか、何を基準にコースを判断して動

いているのかということを挙げてもらい、それぞれ GK

が見ているシューターの体の部分をカテゴリー化し、ど

のような判断でコース予測しているのかということをまと

めて、映像分析の際の観点とするために行うこととした。

質問内容は次の通りである。1) 7m スローのときに見

ているところはどこか。2) シューターの体のどこがどの

ようになったらこのコースだという予測をするか。 

表 1  6 つのカテゴリー 

軸足 つま先が向いた方向へ投げる。 

引き足 横に引く→右  後ろに引く→左 

目線 最初に見たコースへ投げる。 

利き腕 体の中心から近いところから出る→右 

体の中心から遠いところから出る→左 

ボール ボールを離すタイミングが遅い→右 

ボールを離すタイミングが早い→左 

逆肩 引くのが遅い→右 引くのが早い→左

 

2-2 データ分析 

 シュートコースを予測する 6 つのカテゴリーと、実際

の投球方向との予測力をみるためにクロス集計を行い、

カイ二乗検定を実施した。その際、GK から見て右のコ

ースを 1、どちらでもない真ん中を 2、左のコースを 3 と

して数字に表し、計算することとした。撮影した映像は、

VTR 再生機(Corel VideoStudio12)を使用し、動画とし

て分析を行った。 

 

3.  結果と考察 

3-1  動画分析の結果について 

 軸足では、被験者のほとんどが左右のコース関係な

くつま先が左方向へ向いていることが多かった。引き

足では、右のコースに投げるときでも左という予測の動

作と半々の本数であり、左のコースに投げるときも同様

に右という予測の動作があった。このことから、下半身

に注目しても、コースを予測するのに充分な情報は得
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られないということになる。目線は、投げる方向を素直

に見るということは少なく、4 本とも全部同じコースを見

たままの人が多かったため、あまり妥当性のある場所

だとは考えられなかった。利き腕では、ほとんどの人が

右に投げるときは体に近いところから腕を出し、左に投

げるときには、右のときに比べると体から遠いとこらから

腕が出ており、予測と実際の投球方向が合っているこ

とが多かった。ボールを離すタイミングでは、そのまま

のスピードで動画を見るとかなり違いがあるように見え

たが、実際にはほんのわずかな秒数の違いしかなかっ

た。逆肩では、コース予測とは全く逆の方向に投げる

ことが多かった。 

 

3-2  クロス集計の結果 

 クロス集計を行い、カイ二乗検定を実施した結果、利

き腕とボールを離すタイミングの二つのカテゴリーで高

い割合の数値が表われた。利き腕では、右方向に投

げたときに右のコース予測ができたのは14本、左方向

に投げたときに左のコース予測ができたのも14本であ

り、相関が強いことがはっきりと表われた結果となった。

ボールを離すタイミングでは、右方向に投げたときに

右の予測ができたのは10本、左方向に投げたときに左

のコース予測ができたのは7本であったが、強い相関

があるということが明らかになった。 

表2 コース予測と投方向の関係 

 右 左

n % n %

軸足      右 1      6.3 0      0 

真ん中 7    43.8 6     37.5

左 8    50.0 10     62.5

引き足    右 8   50.0 7     43.8

真ん中 1     6.3 1     6.3

左 7    43.8 8     50.0

目線      右 8     50.0 6     37.5

真ん中 6    37.5 5     31.3

左 2    12.5 5     31.3

利き腕    右 14  87.5++ 2     12.5--

左 2   12.5-- 14    87.5++

ボール    右 10   62.5++ 1     6.3--

真ん中 5     31.3 8     50.0

左 1    6.3-- 7     43.8++

逆肩      右 2     12.5 3     18.8

真ん中 11    68.8 11    68.8

左 3     18.8 2     12.5

                                +,-p<.05,++,--p<.01 

 

3-3  考察 

 今回の研究では、利き腕とボールを離すタイミング

を見ることでシュートの方向予測ができるということが明

らかになり、シューターの足元や目線ではコースの予

測に必要な情報が不十分であるということが考えられ

る。しかし、足や目線はコース予測をする上で役に立

たないというわけではなく、阿部らの研究にもあるよう

に、GK はシューターの体の全体のバランスを見てコー

スを予測しているので、シューターの利き腕だけ見て

いればシュートのコースがわかるということではない。

実際の試合では、シューターによって打ち方は様々で

あり、目線でシュートコースがわかってしまう人もいれ

ば、逆肩を引く早さの違いで投げようとしているコース

がわかってしまう人もいるのである。今回の研究では、

相関分析で実際に投げたコースと予測したコースの相

関を調べて、利き腕とボールを離すタイミングでコース

を予測できる確率が高いということがわかったが、実際

に GK に今回明らかになったことを教えて、どれだけシ

ュートの予測が的中できるようになったかという実験研

究を行えば、より一層この研究の結果の妥当性が高く

なるだろう。 

 

4. まとめ 

 本研究では、ハンドボールにおける7mスローの方向

予測に関する研究を行い、以下の結果が得られた。 

(1) 軸足や引き足など、下半身のカテゴリーでは有意

な相関は見られなかった。 

(2) 利き腕とボールを離すタイミングはかなり有意な相

関が見られたため、シュートコースを予測するため

にはシューターの利き腕部分に注目するとよいと

考えられる。 

(3) 逆肩では、カテゴリーとは全く逆の結果になったの

で、肩を引くのが早いときは右、遅いときは左という

予測をすることができる。 
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