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1. 緒言 

ハンドボールにおけるポストプレーヤーの重要

性は国際的にも高くなっており、その技術やコン

ビネーションプレーについてまとめられた文献が

多く書かれている。しかし、ポストプレーヤーが組

織攻撃の中でどのように状況判断し攻撃に影響を

与えたのかという研究は少ない。ポストプレーヤ

ーが関係した組織攻撃を有効なものとするには、

技術やプレーパターンの習得が必須であるが、そ

れを実行するためには選手が連続的に動く試合の

中で適切に状況判断がされなければならない。 
本研究では、撮影した条件付きの攻防を各局面

に分けて観察し、その後、中川１）が提唱したボール

ゲームにおける状況判断モデルを軸にしながらそ

の試技時の対象者の状況判断（注視点や認知・予測）

に焦点を当てた。その試技についてのインタビュ

ーの内容から状況判断過程について探索的に分析

検討を行い、ポストプレーヤーが攻撃へ有効的に

作用しているときの状況判断の方法を導き出し、

攻撃成功に向けて有効にプレーするための一資料

とすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 撮影方法 

攻防の映像は、体育館の２階から撮影を行い、セ

ンターラインから奥側のコートを用いた。ビデオ

カメラは、センターライン手前側のコートにある

ゴール中央の延長上の２階に設置した。映像は、ポ

ストプレーヤーを中心に攻防全体が映るように俯

瞰的に撮影した。 
2-2 攻防条件と攻防の選別 
４対４の攻防を行った。対象者はオフェンス側

ポストポジションに配置した。 

 ポストプレーヤーが攻撃に有効に作用した試技

を対象とした。ポストが攻撃に有効に作用すると

は以下の 3 つである。ポストプレーヤーが攻撃に

参加したことによって、1．突破が図られシュート

シーンを演出している、2．7m スローが与えられて

いる、3．警告を伴ったファールを獲得している。 

2-3 データの収集と分析 

対象者 8 名に、ポストポジションに入った 6 試

技のオフェンス映像を見せながら、攻撃のきっか

け局面・展開局面・突破局面で半構造化インタビュ

ーを行った。 
収集した対象者 8 名それぞれ 6 試技の攻防につ

いてのインタビュー内容を、KJ 法を用いて分析を

行った。 
 

3. 結果と考察 

3-1 カテゴリー【選択的注意】における結果と考 

察 
【選択的注意】として、「対象 1 つへの選択的注

意」、「対象 2 つへの選択的注意」、「対象 3 つへの

選択的注意」、「対象 4 つへの選択的注意」の 4 個

の中グループが含まれていた。 
分類された小グループ（中グループを構成する

グループ）には、攻防の最小ユニットの 2 対 2 の

攻防に関連した選択的注意を行っていると考えら

れる概念が抽出された。このことからボールマン

と自分に関係するディフェンス 2 人、あるいはボ

ールマンになる可能性のある味方プレーヤー1 人

と自分に関係するディフェンス 2 人に選択的に注

意を働かせ、状況判断の手順をスタートさせるこ

とが大切である。 
 

3-2 カテゴリー【認知】における結果と考察 

【認知】として、「自分をマークしているディフ

ェンスの認知」、「スペースの認知」、「他人をマーク

しているディフェンスの認知」、「プレーへの印象」、

「プレーヤー特性の認知」、「味方の動きの認知」、

「オフェンスパターンの認知」の 7 個の中グルー

プが含まれていた。 
【認知】機能は状況判断にて中軸的な役割を果

たす。特に、攻撃に有効に作用した本試技郡におい

ては、選択的に注意した対象が多いことによって

ディフェンスや味方、そのプレーヤー同士によっ

て起こるスペースへの正しい認知がされていた。 
また、中グループ「プレーへの印象」は、選択的

に注意した対象の状況を解釈したものへ、さらに

この先の予測を構成する材料となるかどうか審判

している【認知】である。 
スペースは人と人もしくは人とコート上のライ

ンとの間に形成されるものである限り、スペース

の有無や状態を認知する「スペースの認知」を正し

く行う際は他のプレーヤーを正しく認知しなけれ

ばならない。ディフェンスの認知として「自分をマ

ークしているディフェンスの認知」と「他人をマー

クしているディフェンスの認知」が働き、「味方の

動きの認知」には「オフェンスパターンの認知」や

「プレーヤー特性の認知」が補助的に働く。そうし

た他プレーヤーの認知が相互作用し「スペースの

認知」がなされて行く。 

図 1 【選択的注意】と【認知】の中グループの

空間配置図 A 
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3-2 カテゴリー【予測】における結果と考察 

【予測】として、「自分の選択肢」、「自分のプレ

ーの予測」、「自分のプレーの働きの予測」、「自分へ

のパスに関する予測」、「味方のシュートチャンス

の予測」、「味方のプレーの働きの予測」、「ディフェ

ンスのプレーに関する予測」、「展開の予測」、「数的

関係の予測」、「スペースへの予測」の 10 個の中グ

ループが含まれていた。 
本研究ではカテゴリー【予測】への KJ 法による

空間配置を行った際は、図 2 に示すように時系列

を軸として空間配置がなされた。さらに【選択的注

意】と【認知】が時系列を問わずあらゆる【予測】

への前過程として存在することを鑑みると、【選択

的注意】と【認知】、【予測】の 3 カテゴリーの空間

配置を行う場合、図 3 に示したように 3 次元的な

空間配置となった。 
 カテゴリー【予測】の起点はオフェンスがいかに

ディフェンスに働きかけるかから始まる。図 2 に

示す通り、「自分のプレーの働きの予測」、「自分の

選択肢」、「味方のプレーの働きの予測」をすること

で如何にディフェンスを崩そうとするのかを想像

する。次はそれを受けたディフェンスの反応を予

測する。それが「ディフェンスのプレーに関する予

測」である。図 2 に示すように、このディフェンス

へどう働きかけるかの予測とそれを受けたディフ

ェンスの反応の予測を通して生まれるのが「数的

関係の予測」と「スペースへの予測」である。 
 図 2 に示す通り、こうしたディフェンスを崩そ

うとする予測が総合され中グループ「展開の予測」

が進められていく。その後、攻撃をどう終着させる

のかという【予測】が開始される。図 2 に示す通

り、これが中グループ「自分へのパスに関する予測」

と自分がパスをもらい突破を図る際の「自分のプ

レーの予測」であり、味方がシュートする場合は中

グループ「味方のシュートチャンスの予測」になる。 

図 2 【予測】の中グループの空間配置図 B 

 

空間配置図 A と B は図 3 に示す関係性を持ち、

【選択的注意】と【認知】によって情報の整理が常

に行われながらも、【予測】活動は連続的、関連的

に行われていく。 

図 3 空間配置図 A と空間配置図 B の関係性 

4 まとめ 

ポストプレーヤーが攻撃に有効に作用した本試

技について、対象者に半構造化インタビューを行

い、状況判断過程における各機能の具体的な働き

を明らかにした。ここでは緒言への回答として、実

験を行ったうえでのポストプレーヤーが攻撃に有

効にプレーしていくための指針を状況判断の視点

からまとめて述べていく。 
 最初に【選択的注意】の観点では、自分が関わる

最小のユニットプレーに関係したプレーヤーを中

心に、選択的に注意する範囲を広げていく。ボール

の往来もスペースの出現もすべてはプレーヤーの

行動によって始まる。よって、一定の場所やボール

だけに注意を向けるのではなくプレーヤーを中心

として注意を傾けるべきだ。 
 次は【認知】である。プレーヤーへ注意を向ける

ことで眼前の空間に「何があるか」を捉えることが

出来たら、次はそれが「どこにあるのか（位置）」、

「何をしているのか（動き）」、「どうなっているの

か（状態）」を正しく認知するよう努める。正しく

認知しているかを確かめる術としては、自分がそ

のプレーへの印象を言語化して、そのプレーと齟

齬がないか比較してみると良い。この「プレーへの

印象」がより現実に起こったプレーへ近づけば近

づくほどより上質な予測を形成する材料となる。 
 最後は【予測】である。予測を形成する際は、認

知までの過程において眼前の情報を正しく解釈し、

形成しようとしている予測の内容が認知までで解

釈された情報と正しい文脈で結びつくようにする

ことが大切である。つまり、正しい認知に従った予

測の形成が攻撃に有効に作用する。 
このことを踏まえてポストプレーヤーとしての

状況判断をより磨いていく際は、知識や基本技術、

基本パターンなどの習得を練習したうえで、実際

のゲームや状況判断の過程そのものの言語化を通

しながらアウトプットを行い、時にはゲームの観

察者からのフィードバックを得るなどしてより質

の高い状況判断の方法を構築していくことが大切

である。 
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