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1. 緒言 

ゴール型では、絶えず多様に変化するゲーム状

況での状況判断が求められる。これまでの研究の

中で、ボールゲームにおける状況判断には過程が

あることや、状況判断はボールゲームのスキルを

構成する重要な要素であることが明らかになって

いる（中川：1985、1984）。状況判断について、そ

の重要性を示す研究や状況判断の情報処理過程に

関する研究、加えて状況判断改善の具体的方法を

検討する研究は多く散見される。しかし、情報処

理過程以外の観点から状況判断を探索的に検討し

た研究はあまりみられない。 

心理学の分野では、視知覚、視空間認知を評価

する多くのテスト法が開発され、実用化されてい

る。状況判断のほとんどは、視覚によって得られ

る情報をもとに行われるため、視覚によって空間

をみとる力（視空間認知）との関係が予想される。 

そこで本研究では、ゴール型におけるフリーな

味方にパスをする状況を対象に、その状況判断と

視空間認知との関係を検討することを目的とした。

特に、そこで明らかになることから状況判断改善

のための指導のあり方に対する示唆を得たいと考

えた。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

 茨城県内の国立大学法人附属中学校の生徒 76名

（1年生男子 37名、同女子 39名）を研究の対象と

した。対象生徒 67 名のうちゴール型種目(バスケ

ットボール、ハンドボール、サッカー)で部活動な

どに所属したことがある生徒は 24名(31.6％)、所

属したことがない生徒は 52 名(68.4％)であった。 

 

2-2 状況判断テストの作成 

 対象生徒の状況判断を推し測るために、特定の

ゲーム状況における選択的な判断を問う映像問題

を作成した。映像問題はバスケットボール系、ハ

ンドボール系、サッカー系のゲーム状況を問うも

ので、種目系毎に 12問ずつ計 36問作成した。 

 ゲームはバスケットボール部、サッカー部、ハ

ンドボール部に所属する大学生 6 名による 3 対 3

で、すべて予めシナリオ化した特定の状況（ボー

ル保持者とボールを受ける者の動静的状況 4種類）

をバスケットボールコート内で実施し、ビデオカ

メラに収録した。収録した映像は後に研究室で編

集し、概ね 1 問 3 秒から 4 秒程度のゲーム映像を

流した後に映像を止め、ボール保持者から残り二

人のプレイヤーのどちらかに向けて矢印を記した

静止画を被検者にみせることにした。矢印の視時

間は問題ごとに 2/30秒、3/30秒、4/30秒とした。 

回答は記した矢印の方向にいるプレイヤーへの

パスと記されていないプレイヤーへのパスのうち、

どちらへのパスが通りやすいかを選択させた。回

答時間は全て 5 秒間とし、予め用意した回答用紙

に「はい」「いいえ」のどちらかに○を記入させる

ようにした。各問題とも正解すれば 1 点、不正解

であれば 0点とした。 

 

2-3 視空間認知テストの作成 

 対象生徒の視空間認知能力を評価するために、

定量的視空間認知テスト及びフロスティッグ視知

覚発達検査を参考に、視空間認知テスト（図地知

覚、形の恒常性、空間定位、点在物体の目算、空

間関係）を 1カテゴリー9問の計 45問作成した。 

また問題は静止画の状態で対象生徒にみせ、予

め用意した回答用紙に正誤判定、点の個数や図を

記入させるようにした。問題画像の視時間は問題

ごとに 0.5秒、1.0秒、1.5秒とした。回答時間は

全て 5 秒間とし、各問題とも正解すれば 1 点、不

正解であれば 0点とした。 

 

2-4 手順 

 実験は対象生徒らが所属する学校の体育館で実

施した。生徒らには縦 5 列×横 8 人が座れるよう

に予めセッティングしておいた椅子に座らせ二人

がけ用の長机上で問題を解かせた。 

 問題映像は体育館ステージに設置されているス

クリーン（3.8m ×5.1 m）上にプロジェクタから

映し出した。回答前後で映像の見えにくさについ

て口頭で生徒に聞いたところ、「みづらい（かっ

た）」と答えた者は一人もいなかった。 

 

2-5 分析 

収集した状況判断テストと視空間認知テストの

項目得点は正規性（Shapiro-Wilk 検定）が認めら

れなかったので、本研究ではノンパラメトリック

法により分析を進めることにした。また、両テス

トとも問題毎に項目分析(IT 相関分析、GP 分析、

α係数の算出)を行ったが、状況判断テストについ

ては種目系それぞれ 6問ずつの計 18問、視空間認

知テストについては図地知覚、形の恒常性、空間

定位のテスト項目の大半において有意性が認めら

れず、それらのデータを除いて分析することにし

た。尚、全ての統計処理は SPSS18.0を用い、有意

水準は 5％未満とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 状況判断からみた生徒の実態 

 状況判断テストを分析した結果、バスケットボ

ール系の中央値(四分位範囲)は 6.0(4.00-6.00)、

同様にハンドボール系は 6.0（5.00-6.00）、サッカ

ー系は 5.0（4.00-6.00）であった。状況判断は８

割以上の正解率であり、状況判断の優劣による差

を検出するテストとして不十分であったことが推

察される。 

 これらの結果について、性差をみたところ有意



な差が認められ、ハンドボールを除く二つの種目

系問題では有意に男子の方が高い得点をとる傾向

にあった。また、ゴール型種目系の運動部活動等

の所属経験別にみると、全ての種目系問題で有意

な差が認められ、経験のある生徒の方が高い得点

をとる傾向にあった。 

 

3-2 視空間認知からみた生徒の実態 

 視空間認知テストを分析した結果、点在物体の

目算の中央値(四分位範囲)は 4.0(3.00-5.75)、同

様に空関関係は 5.0(3.00-6.00)であった。視空間

認知はおよそ半分の正解率であり、これは先行研

究とほぼ同じ値である。一方で、四分位範囲を先

行研究と比較すると全体として低い値を示してお

り、問題がより精選され難易度が上がったことが

うかがえる。 

これらの結果について、性差をみたところどち

らのカテゴリーにおいても有意な差は認められな

かった。その傾向はゴール型種目への運動部活動

等の所属経験別でみても同様で、両者の違いに有

意な差は認められなかった。 
 

3-3 視時間と視空間認知の関係 

視空間認知
（合計）

55.784 ***  a < b < c

点在物体の
目算

37.236 ***  a < b < c

空間関係 22.716 ***  a < b , c

表１　視時間からみる視空間認知テストの難易度 N=76

a：0.5秒 b：1秒 c：1.5秒
χ² 多重比較

中央値 範囲 中央値 範囲 中央値 範囲

2.0 1.00-3.00 3.0 2.00-4.00 4.0 3.00-5.00

1.0 0.00-2.00 1.0 1.00-2.00 2.0 1.00-2.75

*** p  < .001　　注）範囲＝25-75%

1.0 0.00-2.00 2.0 1.00-2.00 2.0 1.00-3.00

 
 表 1 は、視時間と視空間認知との関係について

分析した結果を示している。表 1 に示した通り、

点在物体の目算における中央値(四分位範囲)は

0.5 秒 で は 1.0(0.00-2.00) 、 1.0 秒 で は

1.0(1.00-2.00)、1.5 秒では 2.0(1.00-2.75)、同

様に空関関係における中央値(四分位範囲)は 0.5

秒では1.0(0.00-2.00)、1.0秒では2.0(1.00-2.00)、

1.5秒では 2.0(1.00-3.00)であった。 

 これらの結果について、視時間の違いによる視

空間認知得点の順位について各々のカテゴリー間

の違いを比較したところ、点在物体の目算につい

ては 0.5秒よりも 1.0秒、1.0秒よりも 1.5秒と視

時間が長い時間ほど高い得点を得る傾向にあった。

また、空関関係については 0.5 秒よりも 1.0 秒あ

るいは 1.5秒の方が高い得点をとる傾向にあった。

このことは、視空間認知は視時間が短いほど認知

しにくい傾向にあることを示している。 

 

3-4 状況判断と視空間認知の関係 

視空間認知（合計） .327 ** .249 * .252 *

点在物体の目算 .263 * .193 † .218 †

空間関係 .240 * .180 .152

サッカー

.176

.136

.158

† p  < .10 ,  * p < .05 , ** p < .01

表２　状況判断と視空間認知の関係 N=76

状況判断
(合計)

バスケッ
トボール

ハンドボー
ル

 
 表 2 は状況判断と視空間認知の関係について示

している。表 2 に示す通り点在物体の目算と状況

判断との相関値は.263 と有意であり、同様に空関

関係と状況判断との相関値も.240 と有意であった。

ただし両者ともに弱い相関しかみられなかった。 

これらの結果は、状況判断が単にいかに多くの

情報をみとれるかという能力(点在物体の目算)や

空間の配置をみとれるかという能力(空間関係)の

如何が状況判断に関係すると言うよりは、むしろ

他の要因が強く関係していることも予想できる。

ただし、少なくとも点在物体の目算や空関関係と

フリーな味方をみつける状況判断との関係に有意

性が認められているということは、生徒らが認知

できる情報量を適切に設定した教材づくりや、ゲ

ーム状況下の敵や味方の位置関係に着目した教材

づくりに検討の余地が残されたように思われる。 

また、視空間認知のみならず状況判断において

も視時間は大いに関係すると予想できるが、その

関係を引き出す問題を作成することができなかっ

た。以上のことは今後の課題にしたい。 

 

4. まとめ 

本研究で以下のことが明らかになった。 

1)状況判断は８割以上の正解率であり、状況判断

の優劣による差を検出するテストとして不十分

であったことが推察される。性差をみたところ、

ハンドボールを除く二つの種目系問題では有意

に男子の方が高い得点をとる傾向にあった。ま

た、経験別にみると、全ての種目系問題で経験

のある生徒の方が有意に高い得点をとる傾向に

あった。 

2)視空間認知はおよそ半分の正解率であった。四

分位範囲を先行研究と比較すると全体として低

い値を示しており、問題がより精選され難易度

が上がったことがうかがえる。性別、経験別で

みると、性別、経験別ともに両者の違いに有意

な差は認められなかった。 

3)視空間認知は視時間が 1.5秒、1.0秒、0.5秒と

短くなるほど認知しにくい傾向にあった。 

4)状況判断と点在物体の目算及び空関関係との間

に弱い相関がみられた。点在物体の目算や空関関

係とフリーな味方をみつける状況判断との関係

に有意性が認められているということは、情報量

を適切に設定した教材づくりや、敵や味方の位置

関係に着目した教材づくりに検討の余地が残さ

れたように思われる。状況判断改善のための指導

法に対する有益な示唆を得るためには、状況判断

において適切な差を引き出すテスト問題を作成

することが今後の課題である。 
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