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映像のふりかえりと課題指向性 

―バスケットボールの連携プレーに着目してー 
発 表 者 佐藤 朱 

                         指導教員 加藤 敏弘 
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1. 緒言 

本研究では、映像のふりかえりが、バスケットボ

ールにおける連携プレーにおいて、状況判断能力

を高めることができるのか、また、課題を見つけ課

題解決に向けた取り組み方にどのように影響を与

えるのかを明らかにする。 
バスケットボールのコートは狭く、決められた

時間内に得点するには、次々と変化する状況のな

かで、常に味方や敵を意識しなければならない。味

方と連携するためにためには、あらゆる技能の選

択肢の中から、もっともふさわしい選択をし続け

る必要がある。さらに、常に味方や敵に合わせたプ

レーを自分自身で考え、実行する力が大切である。

映像のふりかえりは、客観的に自身の動きを確認

する方法として有用であり、自分自身のみならず、

味方や敵の動きも確認することができる。しかし、

映像のふりかえりに関する研究では、クローズド

スキルの研究が多く、オープンスキルの研究はあ

まり見られない。 
映像のふりかえりを用いて、チームや自身の課

題を見つけたり、理解したり、解決しようとする力

を高められる可能性がある。 
中川（1984）は、状況判断はボールゲームのプレ

ーヤーに要求される重要な認知的技術のひとつで

あるとしている。認知的トレーニング法に、実際に

身体を動かしてプレーすることなく、選手自身や

他の選手がプレーしているビデオ映像を活用し、

状況判断の問題に焦点を当ててトレーニングを行

うものがある。 
その際のフィードバックには、次に行おうとす

る運動に対する動機づけを高める機能もある³⁾。

スポーツの達成動機の方向性には、「課題指向性」

と「自我指向性」の 2 因子が確認されている⁶⁾。

「課題指向性」の強い人は、課題解決の熟達に注意

を向け、「自我指向性」の強い人は、他者との関係

において自分の優越性を示すことに注意を向ける

傾向がある。 
 

図 1 研究デザイン 

これらのことから、特に映像のふりかえり方に

着目し、状況判断能力や課題指向性にどのような

影響があるのかを明らかにする。 
 

2. 研究デザイン 

 研究デザインは、図 1 に示す通りである。 

 

3. 研究方法 

3-1 対象者 

I 大学教育学部に所属する 3、4 年生のうち、体

育を専攻する学生 24 名（男性 17 名、女性 7 名） 
3-2 調査方法 

 ディフェンスをI大学バスケットボール部とし、

ハーフコート 4 対 4 のタスクゲームを行った。こ

の時、対象者のオフェンスのみを撮影したオフェ

ンスに関する資料を活用しながら、各チームでオ

フェンスについて約 7 分間話し合いを行った。一

回目に動画を見ながら行うチーム（動画先行群）を

3 チーム、二回目に動画を見ながら行う（動画後行

群）を 3 チームの、計 6 チームを設定した。各グル

ープの話し合いは、iPhone のボイスレコーダーア

プリを用いて録音した。話し合い後、質問紙調査を

行った。 

 

4. 分析方法 

4-1 技能評価 

 I 大学バスケットボール部に所属する 5 名（男性

2 名、女性 3 名）を評価者とし、撮影動画を用いて

一回目と二回目の技能評価を 5段階評価で行った。 

4-2 データ分析 

 各チームの話し合いで得られたデータは、コー

ディングを用いて分析を行った。 

4-2 コミュニケーション・スキル ENDCOREs 

 藤本・大坊（2007）によって作成された尺度を用

いて、言語および非言語による直接的なコミュニ

ケーションを適切に行う技能であるコミュニケー

ション・スキルを測定した。 
4-3 質問紙調査 

（1）達成動機の方向付け 

 Lee et al.（2008）によって使用された質問紙の

翻訳を使用した。そのうち、「達成動機の方向付け」

を測定する「課題指向性」に関する 3 項目、「自我

指向性」に関する 3 項目を 7段階評価で行った。 

（2）独自の質問項目 

 プレー中の自己評価として、「ボールの動きを見

たり感じたりしている」「周囲の人の動きを見たり

感じたりしている」「状況を予測してり判断したり

して動いている」の 3 項目の質問を設定した。5 段

階評価による尺度得点を算出し、比較分析した。ま

た、「うまくいったこと、できなかったこと、難し

かったこと、感じたことなど」、「次回どのようなこ

とを改善、意識して取り組むか」の 2 項目を自由記

述で設けた。KJ 法を用いて比較分析した。 
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5. 結果と考察 

5-1 技能評価 

動画先行群、後行群ともに、二回目の評価に高ま

りがみられる。実施回数が二回であることから、対

象者の学習による能力の向上はあまりない。また、

技術的指導は行っていないことから、映像のふり

かえりが技能向上をもたらすことが示唆された。 
5-2 課題指向性と自我指向性 

各群の一回目の比較では、課題指向性と自我指

向性ともに、有意差は認められなかった。二回目の

比較では、課題指向性（項目 3）と自我指向性（項

目 6）に有意差が認められた（t(11)=0.02,p＜.05，
t(11)=0.02,p＜.05）。 
動画先行群の一回目と二回目の比較では、課題

指向性に有意差は認められなかったが、自我指向

性（項目 1、項目 6）に有意差が認められた

（t(11)=0.017,p＜.05，t(11)=0.02,p＜.05）。 
動画後行群の一回目と二回目の比較では、課題

指向性（項目 5 ）に、有意傾向がみられた

（t(11)=0.084,p＜.09）。また、自我指向性（項目 1）
に、有意差が認められた（t(11)=0.003,p＜.05）。 
これらの結果より、動画先行群の一回目（以下、

A1）、二回目（以下、A2）、動画後行群の一回目（以

下、B1）、二回目（以下、B2）の四つを比較し、自

我指向性の高まりが一番高かったのは「A2」、二番

目に「B2」、三番目に「A1 と B2」と考えることが

できる。 
課題指向性において、動画後行群よりも動画先

行群の方が、二回目の自我指向性の高まりが高い

にもかかわらず、「B1」と「B2」において、課題指

向性に減少傾向がみられる。つまり、動画を見るこ

とによって自我指向性が高まる一方、課題指向性

を下げることが示唆される。しかし、動画先行群に

おいて、自我指向性の高まりが一番高いにもかか

わらず、課題指向性の減少はみられない。 
このことから、課題指向性の高まりが一番高か

ったのは「A2」、二番目に「A1 と B2」、三番目に

「B1」と考えられる。 
以上のことから、映像を見た直後では、課題指向

性と自我指向性に変化を与えないが、映像を見て

から時間が経ち、次回の取り組みの際には、課題指

向性と自我指向性に何らかの影響を与えることが

示唆された。 
映像のふり返りは、一回目に動画を見ず、二回目

に映像を見ると、課題指向性の増加に逆効果を与

え、自我指向性を高めると考えられる。 

 

図 2 課題指向性と自我指向性 

 
ただし、一回目に動画を見て、二回目に映像を見

ずに行っても課題指向性を減少させないことから、

課題指向性の減少には影響を与えないことが示唆

される。 
 
5-3 コミュニケーション・スキルと課題指向性 

動画後行群において、各コミュニケーション・ス

キルと自我指向性、課題指向性ともに相関は見ら

れなかった。動画先行群では、解読力と二回目の課

題指向性に正の相関がみられた。個人全体として

も、解読力と二回目の課題指向性に相関がみられ

た。 

 解読力が高い人は、相手の考えや気持ちを読み

取ったり、感じ取ったりすることが得意である。そ

のため、話し合いの内容から、自己の課題を理解し

たり、課題を解決に必要なことを見つけたりする

ことが得意だと考える。 

5-4 コーディングと独自の質問 

 対象者の話し合いや自己評価、自由記述から、

「ボールを持たない動き」「空間への動き」「連携」

「その他」に分類できた。 
 

6. まとめ 

映像のふりかえりが、技能向上をもたらすか、ま

た、取り組み方にどのような影響を与えるかを比

較検討した結果、以下のことが明らかになった。 
1）映像のふりかえりは、技能向上を助長する。 
2）映像のふりかえり直後には、課題指向性と自我

指向性ともに影響を与えない。しかし、次回の取り

組みにおいて、課題指向性を減少させない。 
3）映像のふりかえりは、自我指向性を高め、課題

指向性を減少させる。 
4）コミュニケーション・スキルが高い場合、課題

指向性を高めるとは言い切れない。 
5）解読力が高い人は、課題指向性が高まる傾向に

ある。 
 今後は、今回の結果をもとに、継続的な実践を検

討したい。 
 

7. 文献 

1) 髙橋健夫，岡出美則，友添秀則，岩出靖 編著

(2010)：体育科教育学入門．大修館書店．

pp.187195. 
2) Stiehler,G.,Konzag,I. and Dobler,H.(1988) 

Sportspiele. Sportverlag: Berlin.＜シュティー ラ
―ほか：唐木國彦監訳(1993)ボールゲーム指導

辞典.大修館書店：東京.＞ 
3) 中込ほか（2012）：よくわかるスポーツ心理学 
4) Chase,W.B & Simon,H.A,（1973） 
5) 中込四郎、伊藤豊彦、山本裕二 編著（2008）：

スポーツ心理学事典 
6) Lee et al，（2008） 
 

動画先行群 動画後行群

１回目 A1：動画あり B1：動画なし

自我指向性
A1＝B1
課題指向性
A1＝B2

２回目 A2：動画なし B2：動画あり

自我指向性
A1＞B1
課題指向性
A2＞B2

自我指向性A1＜A2
課題指向性A1＝A2

自我指向性B1＜B2
課題指向性B1＞B2


