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テーマ :エンジニアリング・アプローチによるバレーボールの技術・戦術指導

　　　　　　　　　～工学の立場から指導法の再構築を図る～

共 催 : 公益財団法人日本バレーボール協会、富山県バレーボール協会

期 日 : 2017 年 7 月 29 日 ( 土 )10:00 〜 15:40 ( その後情報交換会 ) 

会 場 : 富山県総合体育センターアリーナ

講 師 : 布村忠弘 (富山大学 )、三村泰成 (鶴岡工業高等専門学校 )、縄田亮太 (愛知教育大学 )

　開会にあたり、日本バレーボール学会会長、河合先生の挨拶があった。

　本日のバレーボールミーティングでは、より良い指導、より良い選手つくりを考えていきたいとの考

えを示した。そして、本日の講師は医学、工学、バイオメカニクス的な立場からバレーボールを研究さ

れている先生方のため、そういった分野の視点から選手つくりの示唆を得ることを楽しみしていると話

した。

　続いて講師紹介があり、三村泰成氏 (鶴岡工業専門学校 )、布村忠弘氏 (富山大学 )、縄田亮太氏 (愛

知教育大学 )の三氏が紹介された。

　次に、実行委員長兼講師の布村氏から挨拶があった。

　今回のバレーボールミーティングのテーマは「試行錯誤で生徒につかませる指導」であり、その内容は、

日本バレーボール学会の協力の下に 40 年ぶりに日本協会が改訂出版した新しい指導教本「コーチング

バレーボール」に書かれているものでもあるとの説明があった。そして、諸注意として、写真など個人

情報、撮影した動画の発信については禁止、SNS への書き込みは認めるなどの説明があった。

　初めに、三村泰成氏 (鶴岡工業専門学校 )から「なぜエンジニアリング・アプローチなのか ?

掴むべき感覚、必要な試行錯誤」というテーマで講義があった。

　三村氏は元々、バレーボールが専門の立場でなかったが、顧問になることをきっかけにバレーボール

の研究を始めている。本日のテーマは、答えがはっきり見えているものではないが、考え方のきっかけ、

基点になればと考えていると語った。

1 関節モデルと 2 関節モデルの描く軌跡の違いから話が始まり、その中で 2 関節以上の動きというのは

動きの軌跡が無限大に作れると説明た。また、指導現場において動きの形を１つのみ教えるということ

は難しいことで、動作学習では試行したことからフィードバックを得ながら学習が進んでいく。この学

習の中で試行を繰り返すうちに動作が自動化していくが、この時に、途中で不要な制御は行わないこと
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が大切であるとした。例えば、投げるとか走るというような瞬発系の動作は、動作途中のことは制御を

行っていない。このようなフィードバック制御は工業機械が行っていることで、人間の動作でこれを行

うとずっと成果が上がらなくなると考えられる。　例えば、オーバーハンドパスでボールをはじき返す

動作では、実際は腱弾性を使ってボールを飛ばしている。そして、この腱弾性を利用してパスをしてい

くにはタイミングも重要になるこれは体幹の力をジャストのタイミングで手によってボールに伝えるこ

とである。そいしたことから、オーバーパスで感じてほしいことは、ボールを持ってしまうと体幹のエ

ネルギーをうまくいかせないので、指のばね反力を使ってあげることが大切であるとした。また、アン

ダーハンドパスは跳ね返す、ヒットする、打つ動作といえる。

バレー歴 3 年と 10 年の選手で比較すると、10 年の選手は柔らかく、ジャストのタイミングで、当たる

瞬間だけ力を入れて打っていることがわかる。人間にもバットなどと同じようにスイートスポットがあ

ると考えられる。そして、面を作ってもきっちりコントロールできる点、スイートスポットになる点は

1 点しかない。そのため、スイートスポットに当たりつつタイミングが合うことが重要となる。このよ

うに、ボールヒットの瞬間には必ず撃心があるので、練習ではヒットして心地よい場所、ピンポイント

の場所やタイミング、ボールをコントロールする感覚、最低限の力を入れるところを探して欲しいと思

いますし、逆に力を入れすぎるとどうなるかも経験することを行ってもらいたいと述べた。

　以上のように、動作の原理を理解しつつも、人の動きには多様性があることから、指導者は無理やり

形を決めないで、このようなポイントを探索する余地を与えることが大切であるとした。そのため、全

ての動作の感触の良し悪しは選手にしかわからないので、やり方は個人差が大きくなることから、指導

者の役目は全ての人が各自で試行錯誤できる環境を作ることが重要。そうすると、ゲームを中心とした

プレーの中での技術作りが、動作における様々な感覚、やり方を見出すことにつながるようになり、試

行錯誤があればとりあえず答えにたどり着いてもらえるようになっていく。

　続いて布村忠弘氏(富山大学)から、「試行錯誤で生徒につかませる指導は誰にでもできる」というテー

マで講義があった。

　例えば、上半身を一塊にして、前後に倒してみる。これを行いながら徐々に前後の振幅を小さくして

止まっていくと、ある位置で止まる。こうすると「バランスの取れたいい姿勢」を知らなくても、前に

倒れているか後に倒れているかを感じながら繰り返すことで、「バランスの取れたいい姿勢」にたどり

着くことができる。これが「自分の体と対話し、体に答を見つけてもらう」ということであり、「試行

錯誤で生徒につかませる指導」の最もシンプルな例である。そして、こういうものだと知っていることは、

何らかの感覚を探すときには役に立つので、知識が豊富になると探すことが上手くなるということになる。

　「こうするのが正しい」という答は与えられないが、試行錯誤してもらえればとりあえず答えにたど

り着いてもらえるので、指導者にとって重要なのは、プレーヤーの試行錯誤がうまく成立しているかを

考えることである。そのため、有効な試行錯誤が成立しているかどうかの観察眼を鍛える必要がある。

注意点をスライドに示す。
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指導者自身が高めるべきことは
　•動作原理の理解（前提として身体の理解）

　•有効な「試行錯誤が成立」しているかどうかの観察眼を鍛える

　　　◆今何をつかめそうなのか？つかみたいのか？

　　　◆それを試行錯誤するのに相応しい環境か？

　　　◆探しているところに適当な答えがありそうか？

　　　◆やってみた結果を生徒はちゃんと感じているか？何を感じるべきか分かっているか？

　　　◆「失敗できない」と思っていないか？

　　　◆「余裕」があるか？楽しんでいるか？

　試行錯誤を妨げないことが重要であり、むしろ、試行錯誤の成立を妨げるものに注意を払うべきである。

 試行錯誤の成立を妨げるもの
　•何が起きて欲しいのかが明確でない

　•「正しくやる」ことに意識が支配されていて、起こっていることを感じようとしない

　•自分の感覚を信頼できない（常に指導者にダメ出しされている、指導者のフィードバックが一貫し

　　ていない）

　•「ちょっとはマシ」を喜べない

　•選ぶべきものに選択の幅がない（練習環境：球出しが条件を満たしていない）

　•「たくさんの失敗の中の偶然」を待てない

　•やってみた結果が出る前に途中で修正してしまう（「こうしたら」→「こうなった」が１対１で対応   

　　しない）

 指導者は正しいやり方を教える必要はなく、誰にでもできることで生徒に有効な試行錯誤を導くこと

ができる。

正しいやり方を教えなくても
　•だいたいの動作イメージを提供し

　•とりあえずやらせてみて

　•ちょっとでも「いい感じ」を見つけたら、「それだ！」と声をかけて回り

　•全体としていい感じでできている生徒を見つけて、みんなの前でやってもらい、いいところを誉め

　•また、みんなでやってもらって、「いい感じ」を見つけて回り、「それだ！」と声をかけ

　•練習のやり方に無理がないか見て回り、どうすれば試行錯誤が成立するか一緒に考え

　•その成果を、みんなの前で「練習の仕方のポイント」として説明する
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　• 自分にとって難しすぎることをやろうとしていたり、失敗に耐えられなくて試行錯誤を諦めたり、　

　　というのがもっとも支えを必要としている状態であると心得る

　•探していたものが何なのか、もう一度確かめる

　　　　　　　　「する」ではなくて「なる」

　　　　　　　　「する」ことよりも「感じる」こと
　•「より小さな違いが分かる」ように、感じる力を磨く（感じるためには「意識のチューニング」が必要）

　•感じる力を磨くには、努力を小さくすることが大切

　•「力を入れること」「何かをすること」に懸命になるよりも、より少ない努力で、結果として起きた

　　ことの微妙な違いを「感じること」に意識を集中する

　•「こうやるべきだ」と頭で考えて実行しようとしても、習慣となった動作はなかなか変更できない。

　　「別のやり方もできる」という選択肢を増やし、体にとって都合がいい方を選んでもらうのが、動

　　作を変えていく方法としては最も確かである

　次に、アンダーハンドパスを例にして、実技を実施しながらの説明に移った。始めに、ボールを受け

たら自身の前に一度上げてから相手に送る動作を行った。この時、距離を徐々に伸ばしながらも丁寧に

パスを送ることで、重心移動を使えるようになるとの説明があった。二段トスでは、遠くへボールを飛

ばしながら、アタッカーが打ちやすいトス質にすることが必要であり、横方向の重心移動が重要となる。

これを正面を向いて送ろうとすると、あまり重心移動を大きくできないために腕の

面を起こしていくことになり、ボールに回転がかかって、正確なコントロールが難

しくなる。

　この時、面の向き、面が動く方向、ボールが飛ぶ方向を一致させることがポイン

トである。横方向の重心移動を使うとどのような動きになるかやってみる。どのよ

うな動きだとボールが回転し、どのような動きだとボールが回転しないかを感じる。

なるべく距離を伸ばして取り組み、うまくできた動きを感じてみることが「試行錯

誤」であり、重要であると説明があった。

　さらに、横方向の重心移動は、ボールの方向を変えようとするときにとても重要

な動作要素となるので、方向転換を含む練習をす

べきであるとの説明があり、3 人で三角形の位置

でパスを回す方法が紹介された。最初に、横方向

の重心移動の動作感覚を覚えるために、ラグビー

のパスのような感じでボールを投げるところから

やってみること、パスしやすいところにボールを

出すことなどが強調された。
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【質疑応答】

Ｑ：指導する際に正面に入るという説明をするが、球出しを正面だけでなく左右にも出し、その時に体

　　重移動をつけるように指導すべきか？

Ａ：どのようなやり方でパスをするかはケースバイケースであり、横でとらえるパスもできたほうがよ

　　い。球出しでボールをレシーバーの横に出すだけでは、方向を変えるということがないが、方向を

　　変えさせることで、横方向の体重移動を使わざるを得ない環境や状況を作ることができる。

　続いて、オーバーパスについて解説があった。

　中学生に 2 人組でオーバーパスを実演してもらい、これを観察して「彼女たちに、今一番いい試行錯

誤を提供するとしたら、指導者としてどんな配慮をすべきか？どんな環境を用意すればいいか？」とい

う問題が出された。続いて、中学生が大学生と組んで「中学生が練習になる球出し」を意識したボール

を出してもらってパス練習を行った。さらに、一番練習になると思う距離（うまくいく距離）を見つけ

ることを行い、練習の質の違い：どのくらい有効な試行錯誤が成立しているかの説明があった。その後、

再び中学生同士で組んで、相手の練習になる距離を見つけることを行った。これができたら、二人組で

3本目キャッチ（投げ－パス－パス－キャッチ）を行い、できるようになったら 5本目、7本目でキャッ

チというように進めていくという方法が紹介され、中学生同士でも十分有効な試行錯誤ができるという

説明があった。上手くなるための「コツ」をつかませようとする以前に、上手くなるための「場」を確

保することが重要で、特に初心者同士で練習しているときに、練習になるような球出しができるように

アドバイスすることが指導者の役目であると強調された。

　続いて、来場者も、最も気持ちよくパス練習のできる距離を探すという課題を体験した。

　その中で、「持って投げる」パスをする傾向のある１人の高校生女子選手をモデルとしたプレゼンが

あった。その選手に「手も肘も何もしないで、足の力だけをボールに伝

える」ことをリクエストしてパスをやってもらった。球出しをする相手

の選手に「足の力を伝えやすいところでボールを捉えられるように球出

しをする」ことを求めたところ、「足の力だけを伝える」感覚が少しつ

かめだした。次に、「パスする際に足が横にそろっている場合と、少し

前後している場合はどちらが足の力を伝えやすいか？」という質問をし、

自分で２つの方法を試して比べてみるように求めたところ、２つの方法

を試しているうちに、「足の力を伝えるための適切なボールを捉える位

置と足の前後幅」と同時に「手をバネにした、持たないハンドリング」

が実現した。

　ここで選手に獲得させたかったのは「ホールディングしないハンドリング」であったが、「持つ持た

ないをハンドリングのこととして教えない」で「どんな体勢で、どこでボールを捉えれば足の力が伝わ

る感じがするか」を試行錯誤で探してもらうことで獲得させることができたわけである。これは、「適
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度な力で手を固めて何もしない」ことが「手をバネにするというハンドリングの動作原理」であるとい

うことから導き出された方法でもあり、それが「ボールを捉えるいい位置をつかませる」ことにもなる

という説明があった。

　さらに、方向転換の原理におけるオーバーとアンダーの違いについて縄田亮太氏 ( 愛知教育大学 ) 

より解説があった。

　例えば、オーバーハンドパスで左右へボールを送るのであれば、サイドセットをうまく使うことが必

要で、この時ボールを捕らえる位置を変えることでボールを動かす方向を変えやすくなる。身体を傾け

ることで、腕の動きはまっすぐであっても、ボールを飛ばす方向は自然に変えることができると説明が

あった。ヘディングを用いて感覚をつかむ例をも提示され、うまくいく場合の位置を探していくとした。

要するに、直上ではない、ボールを送りたい方向に送りやすい位置で捕らえることが必要であることに

気づくことが大切。ドリブルやホールディングが起こるときはまっすぐボールを押せていないときに起

こると考えられる。

【質疑応答】

Ｑ：送る方向に対して正対するように指導していたが、横向き（サイドセット）を使うのとどちらが良

　　いか

Ａ：人によって、状況によって行いやすいやり方が異なると考えられるため、複数の動き方を練習し使

　　い分けた方が良いのではないか。無理やり正面に入ろうとして、回転しながらトスするような状況

　　よりも、間に合わないのであれば、サイドセットを使うことも 1つの選択肢となる。

Ｑ :「良い感じ」を概観して評価するにはどこを見るべきか？

Ａ : 評価するのは難しいので、「どうだった？」という問いかけから、学習者に「良い感じ」をつかん

　　でもらうための気づきを持ってもらえるようにしていく。「力線が整っているか」というのが重要

　　な視点である。力がしっかりとボールに伝わっていると思った時に「今のよかったんじゃない？」

　　と問いかけることができる。そうすることで、「良い感じ」を強化していくことができる。チャレ

　　ンジ（試行錯誤）を支えながら一緒に喜ぶこともできる。

Ｑ：サイドセットのデメリットは何か？また、ジャンプセットの時は床反力を使えないので、どのよう

　　なやり方になるか？

Ａ : ジャンプセットの時は重心に対しての反力を使えるかがポイントとなる。しっかりできる時はジャ

　　ンプしても上手く力線ができて、力が逃げていない。

　　サイドセットのデメリットとは、状況によってサイドセットが適当でないときに使ってしまうとい

　　うことである。そのため、結局は状況によっての妥当な使い分けが必要ということになる。
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　　ボールを出す方向に身体を向けないとトスできないとなるとデメリットがあるため、サイドセット

　　を使ってどの方向にもトスできるという状況を確保することが重要といえる。

　　

　午後の部では、始めに布村忠弘氏(富山大学)より、ブロックにおける試行錯誤について説明があった。

　フォームと練習方法について、ブロックでは、どのような結果が起きて欲しいかがよく分からず、た

だ言われた通り頑張っているだけになりがちである。速く動いて、正対して、止まって、まっすぐ真上

に跳ぶという指導が一般的だが、よりパフォーマンスを上げるためには、より高く跳びたいし、少しで

も間に合って有効なブロックを作りたい。となると少しでも速く移動して、ブロックを形成すべき高い

位置へ腕を到達させることが必要になり、正対して、止まって、まっすぐ真上に跳ぶというのはとても

難しいこととなる。どのように移動（ステップ）し、どのように踏み切って跳ぶべきか、というのはケー

スバイケースでもあり、「合理的な動き方」の答えを求めるのはとても難しい問題になってしまうので、

「ネット上をボールが通過するときに、身体がどうなっていればいいのか、腕がどうなっていればいい

のか」というゴールから、「試行錯誤」で動作を身に付けていくべきだと考える。

　まずは、ゴールとして「空中姿勢のイメージ」が重要であり、ブロック面となる腕を伸ばして、体幹

から固め、重心を中心とした弓形を作る感覚が必要である。また、「空中姿勢のイメージ」には、指先

に向かって肩甲骨を動かし、肘と肩を固め（伸びることで固まる）、指を開いて手首を固めることも含

まれる。

　次に、ジャンプ動作は股関節、体幹を伸展することで行うものであり、「反ってから、腕を前に出す」

＝「あおる」になりやすいので、反る前に腕が目的地に向かう感覚が必要となる。

　ブロック練習はなぜ難しいか？スライドに示すように、フィードバックが働きにくく「試行錯誤」し

にくいという理由が考えられる。

ブロック練習はなぜ難しいか？
　•プレーの成否善し悪しが分からない（キルブロックでしか評価できない）

　•〇×が指導者の中にしかない

　•「できた」が分からない、感じれない

　•よくなっていく過程を感じることができない

　　　　　　　　　　　　　↓

　•「できた」を感じれるように練習を組み立てる

　•レシーバーからのフィードバックが有効

　実演として、女子大学生のミドルブロッカーに、助走からのスイングブロックを行ってもらい、どの

ように動作を改善していくかのプレゼンがあった。まず、空中姿勢が不十分でやや反り気味であったこ

とから、「空中姿勢のイメージ」をつかませる方法を紹介した、空中で体幹を固める感覚をつかむため
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には、仰向けに寝て、膝を立て、両腕を上げてブロックの姿勢を取る。

この時、おなかを中心に締めて背中と床との隙間をなくす、腕を前に出

すのではなく、伸びるという感覚が大切であると述べた。

　続いて、「助走をつけてジャンプしても、ゴールとしての空中姿勢を

しっかり取ることができるか」の試行錯誤を、台上からのスパイクに対

して行った。助走を徐々に速くしたり、間に合わないと思う状況を作っ

たりして、どんな状況からも、その状況なりのベストの位置にきれいな面ができていることをイメージ

させていけば、途中経過は形にこだわらずに体に任せてつかませていけることが示された。また、この

ような練習で、台上スパイクの打ち手がイメージ通りのコースとタイミングでスパイクを打つ（球出し

をする）ことが、「試行錯誤」を成立させるために重要であるとの説明があった。

　空中移動を前提としたブロックを行う場合、プレーヤーが接触してケガをすることが心配されるが、

一般的にブロックでケガする場合は、サイドのプレーヤーが十分にジャンプしていなかったり、逆にミ

ドルのプレーヤーが中途半端なジャンプをしたりして、着地のタイミングが違うときにケガが発生して

いる。ケガの予防としては、2 人の選手が空中でぶつかることも練習した方がよい。または、バンチシ

フトから２人が同時に流れながらジャンプすると、着地でのケガの発生を抑えられると説明があった。

　次の課題として、ブロックの実践では、空中姿勢やステップよりも空間のどこにブロック面を形成す

るべきか、ボールが通過する位置とタイミングを予測することが重要になると考えられる。このことに

ついて、ブロック練習をしたことのない、競技レベルも決して高くない女子中学生チームをモデルとし

てプレゼンがあった。始めに、狙った位置で最高到達点になるように合わせて、思い切り助走して流れ

ながら跳んでみる。次に、台上から打つコースを決めて、ブロッカーはボールの軌道を想像して、ちょ

うど触れる位置を探して跳んでみる。この時、ブロッカーはボールの打たれたコースを目を開けて見る

ようにして、位置とタイミングがフィードバックさ

れることが大切である。

　さらに、スパイクの軌道に高さが届かなかったら、

ネットから離れた位置で合わせてみることもでき、

プレーヤーに高さがなくネットから手が出ない場合

でも、有効なブロック練習は十分可能であり、ブロッ

クは初心者のうちから身に付けていくべき技術であ

るとの説明があった。

【質疑応答】

Ｑ：スイングブロックの助走踏切で、相手レフトサイドへのスイングブロックは、普通「逆足」の踏み

　　切りになるので、まず、その点に取り組んでからから練習した方がよいのではないか？

Ａ：空中での回転をコントロールするということを前提にすると、踏み切りが通常と逆になっても可能
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　　であり、あまりステップにこだわらなくても良いのかもしれない。タイミングと位置取りを優先し

　　ても練習は成立する。

Ｑ：中学校では肩幅よりも少し広めと習っているが、ブロックの手の幅はどの程度にするべきか？ 

Ａ：ボールが腕と腕の間を抜けないぐらいの幅にするのが一つ。そのほかの場合についてはどのような

　　時か、動画を見て研究をしてみる。そして、実践して自分の体で確かめてみる。

　　また、自分たちの状況や目指すものによって正解も変わってくると考えられる。

　次に布村忠弘氏 ( 富山大学 ) より、スパイクについて解説があった。スパイクでは、準備の状態と結

果として起きることを意識して、あとは体に依頼する、つまり体の「試行錯誤」に任せる方が良いので

はないかというコンセプトの下に解説が始まった。これまでサーキュラースイングにしようとして失敗

する人が数多くいた経験から、動きを作ろうとせず勝手にそうなるのに任せた方が良いのではないかと

説明した。

　サーキュラースイングとボウ＆アロースイングとを比較すると、どちらのスイングフォームもテイク

バック完成時は、両肩を結んだ線の延長上に利き腕の肘が引かれているが、そこに至る経路がサーキュ

ラースイングでは最短コースを取り、ボウ＆アロースイングでは「一旦前に高く挙げてから後ろに引く」

という回り道をしている。この「回り道」が推奨されているのは「肘を前に高く挙げれば、より早くよ

り高いところで打てる」という思い込みのせいと考えられる。さらに、大きなテイクバックは「背骨の

横曲げ（側屈）」によるところが大きいが、これを「反り」と言ったり、ヒット時は左肩を下げること（逆

の側屈）で打点が高くなっているのに「左肩を下げてはいけない」と言ったりというのも思い込みである。

肩における動きは「横に肘を挙げ、両肩を結んだ線上の少し前に持ってくる」だけであり、背骨がどう

動いているかを理解することが重要であるということを説明した。

ボウ＆アロースイングとの比較ウ グ 比較

肘を前に高く上げると、かえって遠回りする



12

　そして、体幹の回旋と反りついても解説した。「反り」はテイクバック時に行っているわけではなく、

振り出そうと前方向に動き始めた時に反った姿勢ができているため、意識的に「反ろう」と考えてはい

けない。同様に、「引き絞ったところから一気に動かそう」というスピードのある動作過程（フォワー

ドスイング）について「意識的に、ここをこうしてこうしてこうしようと考える」といったことはしな

い方がよいと述べた。

　スパイクと投球動作を比較すると、両肩を結んだ線と腕の動きの関係はほとんど同じであり、「両肩

を結んだ線がしっかり動くことによって腕が振られる」という感覚を投球動作でつかめばよい。「振ら

れる」という受動的に起きる動きを、「腕の振り方」を意識してやろうしたら上手く動かなくなる。よっ

て、「強いボールが打てたら正解」といった結果から考えて試行錯誤するしかなく、「スパイクスイング

こそ試行錯誤」である。

　また、スパイクの「ミート」も同様で、オーバーパスのハンドリングのように「手首を適度に固めて

何もしない」ことで感覚をつかんでいくことができる。「受動的に起きることを感じる」ことが重要で

ある。

　続いて、肩甲骨と背骨を動かす肘丸体操が紹介された。「手首を固定して指先を胸の前に置き、その

位置がずれないように肘で円を描くように動かすと、肩関節での動きがなくなり、肩関節はほぼゼロポ

ジションにキープされた状態で、肩甲骨と背骨を動かすことになる」という原理について解説があり、「体

幹の動きで腕が振られる」感覚をつかむのにも役に立つ体操であるとの説明があった。

側側屈屈
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 次に、クイックを打つための「早いスイング」がどのように成り立っているかが、タイ代表のプルー

ムジット選手の例で説明された。早いタイミングで打てている選手では、踏み切り時に「肘を後ろに引

いたテイクバックの体勢」がほぼ完成していることが重要で、跳んでから急いで肘を引こうとしても間

に合わない訳だが、いつどのようにテイクバックに至る動きを行っているかを認識している選手は、ま

ずいない。

 このような「無意識でできている動作」をどうやって身につけることができるか、それに必要なのは「テ

イクバック完成の状態がしっかりイメージできている」ことであり、それによって「腕が最短コースを

通って勝手にショートカットしてくれる」ようになる。つまり、サーキュラースイングとは「テイクバッ

クに至る肘の経路が円弧を描くように見える」ものではあるが、その経路は状況によって変わるもので

あり、「経路を意識しない方がいい＝サーキュラースイングにしようと思わない方が良い」ということ

になる。そして、「テイクバック完成の状態がしっかりイメージできている」ためには「どうすればしっ

かり腕を振ることができるか」の感覚があればよいわけで、最も重要なのは「体幹で腕が振られる感覚」

ということになる。

肩甲骨と背骨を動かす肘丸体操 

指先を胸の前に固定すれば、
ゼロポジションが保たれる 

バレーペディア
「スパイクの局面」より

助走 踏み切り

スパイクの局面」より

・テイクバックは体幹の
助走 踏み切り

テイク ックは体幹
動きがメイン

・「早いスイング」はテイ・「早いスイング」はテイ
クバックの完成が早い

が

テイク・バック フォワード・スイング

・かなりの部分が離陸
までに「無意識に」
行われている行われている

・テイクバック完成まで
の時間等で結果的にの時間等で結果的に
「肘の軌道」が決まる

⇓

フォロー・スルー
意識しない方がよい
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 では、「体幹の動きで腕が振られる感覚」をつかむために、何を意識させればよいか？左足が前になる

ように横向きに構えてテイクバックを行い、投げ終わったときに右足が前に出ているようにすることで、

必ず体幹が回転するような条件を用意して何回もやらせ、勢いよく振れたかを感じることに集中させる。

タイミングが合わないと体幹の回転がスイングに活かされないが、繰り返しているうちにたまたまタイ

ミングが合って、勢いよく投げられることがある。この「偶然を待つ」ことが、試行錯誤をやらせる上

でとても重要な要素である。

　さらに、スパイクのコースの打ち分けは、「ヒットポイントをずらして体幹で腕を振る」ということ

をいろいろ遊んでみれば、つかむことができると述べた。

　続いて、三村泰成氏 ( 鶴岡工業高等専門学校 ) から「ジャンプ」の動作原理について解説があった。

　人間のジャンプ動作は、直線運動に直して行っていて、この場合、バランスを取らなければならない

こと。そして、ジャンプ力を上げるために助走の水平方向のエネルギーを床にぶつけて、その弾性エネ

ルギーをため込んで一気に使うという解説があった。床反力を受ける時に重要なのは、衝撃を吸収でき

る姿勢があり、そして吸収した瞬間に跳ね返すとうまく跳べるとした。

ジャンプ動作の手順

①助走、落下などの勢いを床にぶつける

②「最も衝撃力に耐えられる体勢」

　 「最も弾性エネルギーを蓄積できる体勢」を保持する

②勢いを急停止させて弾性エネルギーを蓄積する

③弾性エネルギーの開放と同時（直前？）に一気に下方向に負荷をかける

ジャンプ動作で感じてほしいこと

　(ア )勢いを吸収して（蓄えて）跳ね返す感覚

ヒットポイントをずらして
体幹で腕を振れば、 
好きなコースに打てる 
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　(イ )衝撃力を吸収する感覚

　衝撃を吸収するということはエネルギーを真っすぐ受け止めるからこそできるので、そこを探し、跳

ね返すことが重要であるとした。

【質疑応答】

Ｑ：スパイクステップの踏切時の両足の向きはどのようになっているのが良いのか？

Ａ：股関節の柔軟性なども影響するので、個人差がある。自分が高く跳べるのであればそれが良い方法

　　となる。したがって、決まった形はないのでやり易く、高く跳べる形を探してみると良い。

　続いて、「戦術面における試行錯誤」として、まず三村泰成氏 ( 鶴岡工業高等専門学校 ) 氏から「戦

術面のトレーニングで感じてほしいこと : なぜ協調活動 ( チームワーク ) が創出するのか ?」という講

義があり、ゲームライクな練習で感じるべきことについて説明があった。

　例えば、「宇宙船のランデブー」、これは同じ場所、同じ時間、同速度、同じ軌道であれば一緒に飛ん

でいくことができることになる。このように、事前にこれらを決めていれば成功する。しかし、何か障

害があり予定通りにはできない時は、連絡しあうことで調整がつくようになる。実際のバレーボールの

ゲームにおいても、様々な状況が発生する。

ケース 1：高速バレーを志向していて、サインプレーができる。

ケース 2：サインは無し、バレーボールにおいてゲームが始まったら通信している暇はない。まともな

　　　　　通信手段は存在しない。

ケース 3：フリーボールを返す。またはとりあえず、ハイセットを上げてスパイクを打ってもらう

ケース 4：今、世界で行われているようなバレー

　現在のバレーボールのゲームでは、リアルタイムでプレーヤー同士がイメージを共有してプレーして

いる。これは、互いの共有知識から協調活動を生み出しているといえ、サッカーなどはそのようなプレー

の連続になっている。バレーの場合もパスが崩れた場合などに、このようなプレーを行ってきていると

説明された。

　（引き続き、縄田亮太氏 ( 愛知教育大学 ) から、戦術学習の試行錯誤について以下の通り話が展開さ

れた）

　三村氏の言う「協調活動」（リアルタイムでプレーヤー同士がイメージを共有してプレー）は、トッ

プカテゴリのみで特に必要な課題と思いがちだが、そうではありません。そのような経験はどんなレベ

ルでも必要で、存在するものであり、偶然だけでは説明ができないものです。日頃の練習では無意識下

の学習が存在しており、実際にゲームのプレー中に無言で意志の疎通が図れた場面と経験をされた方は

少なくないのではないでしょうか。では「協調活動」する力を高めていくにはどのような方法があるで

しょうか。
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　例えば「戦術学習」（戦術アプローチ）というものがあります。では、「戦術学習」はどのように組み

立てられるでしょうか。ゲームで「得点をとるために必要な作戦（戦術）は何か？」という思考・判断

を“試し合う”過程（検証）によって「戦術」を学び、それに必要な技術を磨いていこうとするもので

す。つまり、そのようなアプローチを踏まえて「戦術」に「修正」を加えながら、“試し合う”過程（検

証）をさらに続けていくことで「試行錯誤」が成り立ちます。ＰＤＣＡに準じて「戦術」は Plan、「遂行」

は Do、「検証」は Check、「修正」は Act を意味するとします。これらの一連の流れを踏まえた上で、具

体的なことに触れていきます。

　まず「戦術」については、実際にクイズを解きながら簡単な体験をしてみましょう。「２対２」ゲー

ムで「サーブはどちらを狙いますか？」や「アタックに対して、どうように守りますか？」というシン

プルな質問です。その際、プレーヤーの身長やネットの高さなどの物理的な「情報」を開示・追加させ

ながら、同じ質問を繰り返します。その都度、参加者の考えた「戦術」と「根拠」を聞いていきます。

このようなことを繰り返していくと、相手チームの条件に応じて「戦術」を変える人が大半を占めるこ

とになります。つまり「戦術」とは、相手チームの「情報」によって、決めるものということがわかり

ます。

　同時に、同じ「情報」にも関わらず、参加者によって「戦術」が異なる場合があります。また、「戦術」

が同じでも「根拠」が異なることもあります。同じ「情報」を与えられているにも関わらず、思いつく「戦

術」が異なるプレーヤー同士がチームを組んだ場合を想像してください。「協調活動」を実現するのは

難しいかもしれません。このことから「協調活動」が成立するには「情報」を正確に「把握」でき、かつ、

プレーヤー間で「イメージが共有」されることが必要だと考えることができます。一方で、正確に「情

報」を把握できたとしても、「情報の解釈」や「戦術の根拠」がプレーヤー間で異なれば「イメージ共有」

が難しくなります。そのため「戦術学習」における「試行錯誤」の中で、「情報」をどう解釈しているのか、

何を「根拠」に「戦術」を判断しているのか、プレーヤー間で「ブレーンストーミング」をするように、

各プレーヤー「脳」を共有していくことが「協調活動」の強化につながることが言えます。

　また、この部分で心配なことは「見えていないことを自覚していない（または見えていると勘違い）」

状況になり「思考停止」に陥ることです。特に、自チームのみの特徴を活かした「戦術」に偏りすぎて

いないかと思うことが少なくありません。また「見えていないことを自覚できる（＝見えることは大切

なことと気づく）」ことが大切です。相手チームの「情報」を把握する（見える）ことが大切であるこ

とに気づくことができれば「戦術学習」の効率は上がるでしょう。また、相手チームを把握するには、

物理的な「状況」に加えて、心理的な「情況」を見ることも必要になります。

　ここまで「戦術」（Plan）の部分の話になりますが、次に「戦術」を「遂行」（Do）した上で「検証」（Check）

が必要です。誤解を恐れずに言えば、ある「戦術」を実際のプレーで遂行した結果としての「正解」か「不

正解」はそれ自体どうでもよいのです。いずれの場合においても「戦術」を試して得られた「結果」で

あり「検証」していくことが大切です。「検証」とは「因果」関係を確認することであり、「○○な状況下」

では「△△の戦術」は「□□な結果」だったとタグ付けをしていくことと考えます。そして、ケースご
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とに「根拠」（なぜ、そのような結果になったのか）を「考察」していく「過程」を繰り返すことです。

さらに、そのような「検証」の繰り返しによって生産された膨大な「情報」から「戦術」の長所短所も

含めた「特徴」や「傾向」が抽出されます。それらは「戦術」を「修正」（Act）していくための「根拠」

となりえます。そして、新たな「戦術」の「検証」を繰り返していくことが、まさに無限のループとも

言える「試行錯誤」のプロセスになります。そして、この「プロセス」を逐一「チーム」で「情報」を「共有」

しながら「共通認識」を高めていくことが「協調活動」できるプレーの頻度や精度を高めることにつながっ

ていくと考えられます。俗にいう「考えるバレー」とはこのようなプロセスを指すのではないでしょうか。

　以上のことを踏まえ、具体的に男子大学生３対３のゲーム（３点マッチ）を実演してもらいながら、

ここでは指導者は「どんな視点でゲームを観察・診断すればよいか」に触れていきます。「戦術」は事

前に決めても、決めなくても良いです。それよりも事後に「検証」することが大切です。シンプルに申

しますと、１つ考え方としてはセットの勝敗が決まった際に「○〇」ゲームと「タイトル」をつけると

良いでしょう。例えば、サービスエースの応酬で得点が進むようなゲームであれば「サーブゲーム」と

いう具合です。つまり「どのような要素がセット（ゲーム）の勝敗を決めているか、大きく左右したか」

を検証することになります。「何」がゲームの勝敗を決めているか、大局的に着目する方法です。もちろん、

詳細な分析をすることによって、別の捉え方ができることはありますが、あくまでも導入段階としては

「○○」ゲームとシンプルに捉えることが、指導者としてゲームを観察することにつながります。

　一方で、プレーヤーにも勝った方も負けた方も「検証」させていきます。具体的には「何が勝負を分

けたと思うか」です。これは「指導者」が持っている視点であり、同じ視点で考えてもらうために「発問」

します。ここで注意したいのは「回答」に対して「評価」を避けることです。「正解」「不正解」よりも

「選手」の「回答」（脳内の情報）を引き出すことが大切です。つまり「そのゲームでプレーヤーが「何」

を課題と感じたか？」という「事実」を指導者は把握することが大切です。

　次に、それを基に課題となる「戦術」を決めさせて、次のゲーム（課題克服）を実施します。ここで

は「何が勝負を分けたと思うか」に加え「意図した戦術を遂行できたか？」を「発問」します。このよ

うな発問は繰り返すことでトレーニングでき、プレーヤーの脳内に「プロセス」を構築されていきます。

つまり「目的」に対する「手段」が適切かを検証することにつながります。加えて、指導者は「プレー

ヤーの意図していない部分の学び」を診断してあげることが大切です。「戦術学習」は基本的に「ゲーム」

の中で学びます。ゲームは想定外のことが多く、基本的には意図しない状況が極めて多くなります。そ

のため、プレーヤーは意図したもの以外にも多く学習しているはずです。その無意識的に学習している

ことも気づかせてあげることによって、「戦術学習」が単に 1 つの課題を克服するためにではなく、副

次的に学べることを自覚できるようになると学習も加速するはずです。

　これらを踏まえると、指導者は捉えたことに対する評価よりも、プレーヤーが何を考えてプレーして

いたか、そして何を見てどのような判断をしているか、などの部分が非常に重要であると感じて頂けま

す。選手の中にある「情報」（思考・判断）が「表出」してくるからこそ指導者がプレーヤーとの「イメー

ジ共有」が可能になってきます。だからこそ、同じゲームとプレーヤーが実践しても、指導者が外から
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見ても感じ方が異なることは当然であることを自覚し、その「差異」を指導者が「検証」していき「イ

メージ共有」の材料とすることをお勧めします。そうすることでプレーヤーと指導者の間でも「協調活動」

が生まれ、プレーヤーが自らゲームを検証できる力を養うことにつながるのではないでしょうか。

　さて、ここまでは「協調活動」を高めるために「戦術学習」では、どのようなプロセスを経ていけば

よいのか、実際に指導者はどのような関わり方をすれば良いのかを具体的に説明してきました。説明さ

れると納得いく部分はあるかと思いますが、一方で、これは「理論」の話になるので、実際のプレーで

実現しようとすると、技能レベルによっては「ラリーが成立しない」「戦術を試すことができない」等

の様々な課題が生じてきます。そのために「学習」する「環境」を整えることが必要となってきます。

具体的には「プレーヤー」に合わせて「ゲーム」を「デザイン」すること。つまり「ルール（条件）」

を「プレーヤー」に合わせて考えることが大切です。ラリーが続かないと「戦術学習」それ自体が十分

でなくなってしまうため、ラリーが続けられるような条件（人数、ルール、コートサイズ、用具 etc.

の変更）を指導者が工夫することが必要です。このような条件設定には答えはありません。目的に応じて、

学習者にとって常にフィットする形をデザインする必要があります。

　これは「Teaching Games for Understanding（TGfU）」という学習アプローチに基づいたものです。

戦術学習もこのアプローチの考え方から大きく影響を受けています。まずはゲームをトライして、どん

な「戦術」が勝つためには必要かを仮説を立ててみる、そして「What to do」（何をすべきか）、「How 

to do」（どのように行うか）という 2つの要素で「戦術」を構築し、それを試していくいうプロセスです。

ここでは簡単な紹介にとどめておきます。

　「戦術学習」（戦術アプローチ）はバレーボール以外では多くの競技で指導教本などに「キャッチフレー

ズ」として登場します。特に、初心者指導・育成年代では大切なキーワードになっています。例えば

「ゲームが最良の先生（サッカー）」「初日からゲームを（テニス）」「子どもにはゲームを（ハンドボール）」

などです。大変魅力的な言葉であり、かつ、ゲームの重要性を説いています。

　さて、今一度考えると、そもそもバレーボールの「楽しさ」とは何でしょうか。それは個人によって

異なると思います。個人単位では「ディグ」をあげる楽しさ、スパイクを決める面白さ、ブロックを仕

留めた時の気持ちよさ、などこれはトップ選手も初心者も同じであり、それは素晴らしいものです。た

だ、バレーボールが「チーム単位」のゲームである以上、目的行為の「得点」すること、つまり「チー

ムでボールを落とし合う」楽しさと言えるのではないでしょうか。そのためにチームで「落とす作戦 vs

落とさせない作戦」を競っているはずです。この「作戦」は「戦術」と言い換えることができます。初

心者のうちからバレーボールゲームの楽しさを味わいながら「手段」としての技術を学べるようなアプ

ローチが、競技力向上はもちろん、バレーボールファンを増やすために良いのではないかと思っており

ます。

　そのためには「プレーヤー」が「どのようにバレーボールを学んでいくのか」を前提に、指導者が指

導アプローチを「試行錯誤」しながら、選手が自ら「試行錯誤」していく力を養っていくこと、まさに

全員で「試行錯誤」していくことが大切なことと考えます。
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　最後に、閉会の挨拶を古沢先生が行い、本日は様々な考え方が示され、それらに対しての意見も多く

あると思われることから、この後の情報交換会でも積極的な意見交換をしましょうとの呼びかけがあっ

た。そして、本学会はこのように学びあいのスタンスで運営されていることから、本日参加していただ

いた方々にも、今後の積極的な関わりを依頼し閉会となった。


