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バレーボールにおけるブロッカーの視覚探索行動とトスコース判断の関係

須波 真央１）  星野 聡子２）

Relations between visual search behavior and judgement of toss courses in volleyball

Mao Suwa1) Satoko Hoshino2)

Abstract
In this study we examined the visual search behavioral differences between experts and 

non-experts during the volleyball’s blocker judge the courses of toss.
The subjects were ten volleyball’s blocker experts and ten non-experts. The task was to judge the 

setter’s toss course of a volleyball setter performing offensive action with three spikers while viewing 
randomized toss to three spikers on video. The video was filmed from the center blocker’s perspective, 
and it was captured five phases from a setter’s position; 1) a first foot-step, 2) a second foot-step, 3) a 
minimum degree of knee, 4) a maximum degree of elbow, and 5) an initial contact with the ball. The 
stimulus videos were temporally occluded just after these five phases from the ball were thrown by the 
passer. In addition, the subjects’ visual search behaviors were acquired by using an eye movement 
tracking system.

As a result, at first, the experts were faster and more accurate in the setter’s toss course judgment 
than non-experts. We revealed the experts could acquire the information from setter’s foot position of 
early phase in order to judge the setter’s toss courses from this result. Second, in percentage of viewing 
points around the arm of the setter, the experts were higher than non-experts. 

These results were revealed that experts could set their viewing points around the arm of the setter, 
using peripheral vision to setter’s foot movement while they extract critical information for the judgment.
The study examined the visual search behavior differences between volleyball’s blocker experts and 
non-experts as they judged the setter’s toss course.

(Research Journal of Sports Science in Nara Women’s University, 18: 55-64, 2016)

Key Words ：blocker, visual search, judgement toss course
                                     キーワード：ブロッカー，視覚探索行動，トスコース判断

1）奈良女子大学大学院人間文化研究科博士前期課程人間行動科学専攻スポーツ科学コース

〒630-8506 奈良市北魚屋西町

  Nara Women’s University, Graduate School of Human Culture (Master’s Course), 

Kitauoyanishi-machi, Nara, 630-8506

2）奈良女子大学生活環境学部心身健康学科スポーツ健康科学コース

〒630-8506 奈良市北魚屋西町

    Nara Women’s University, Faculty of Human Life and Environment, Department of Health Sciences,

    Kitauoyanishi-machi, Nara, 630-8506



－ 56 －

緒言 

 
バレーボール競技はサーブ，レシーブ，パス，

スパイク，ブロックなどで構成され，中でも，ス

パイクは攻撃の主な得点手段である．男子トップ

レベルチームのスパイク打球速度は 100km/h 9），

大学女子のスパイク打球速度でも 70km/h 3）を超

え非常に速く，スパイクされたボールを直接レシ

ーブし，有効に攻撃につなぐことは困難である．

そこで守備の第一線であるブロックは，スパイク

コースを狭めたり，ワンタッチによってスパイク

の打球速度を緩めたりする役割があるため，相手

チームのスパイク決定率を減少させる重要な技術

となる．これは，バレーボールゲームで発揮され

るチームのパフォーマンスの６つの構成要素のう

ち，勝敗への貢献の程度として，ブロック得点パ

フォーマンスが１位である 6）ことからもわかる． 
ブロックは大きく分けるとコミットブロック，

ゾーンブロック，リードブロックの 3つに分類さ
れる 2）．複数の選手がブロックに参加することが

可能となるリードブロックが，現在最も主流とな

っており，3 名のブロッカーが各ポジションにつ
き，相手スパイカーの攻撃に合わせてブロックに

跳ぶ．特にセンターブロッカーは，レフトスパイ

カー，ライトスパイカーへのブロックにも参加す

るために，相手のセッターがトスをどこに上げる

のかをより早い段階で見極める能力が求められる．

したがって，センターブロッカーのトスコース判

断は，ブロックの枚数を増やすうえで，とても重

要であるといえる． 
このことに関して，トスコースの選択肢数を減

らすことでブロック時間が短くなることを明らか

にした研究がある．これは，レフト，センター，

ライトへの 3 コースの選択肢よりも，1 コースの
選択肢の方が，ブロック時間が約 0.2 秒短縮され
る，という結果である 8）．実際のゲームでは，選

択肢が最初から 1つに絞られることはほとんどな
く，様々な選択肢から出来るだけ早い段階で，絞

ることが求められる．そのためには，相手チーム

のセッターの動作を分析することが必要となる 10）． 

セッターは，レシーブされたボールをレフトス

パイカー，ライトスパイカー，センタースパイカ

ーといった多方向に配球するが，その動作を同一

フォームで行うことで，相手ブロッカーがスパイ

カーをマークすることを困難とする．しかしなが

ら，セッターの動作分析に関する論文では，トス

の飛距離に応じて手関節，股関節および膝関節，

足関節に変化があるということが示されている4）．

このことから，ブロッカーはセッターの手関節や

膝関節など動作の変化に着目をして，トスコース

判断をしているのではないかと考える． 
また，トスの滞空時間とブロック時間との関係

をみた研究では，実際のゲームにおいてセッター

の手を離れてからアタッカーがボールを打つまで

の時間は，レフトからの攻撃において日本トップ

レベル男子では 1.1～1.2秒，大学女子では 1.4秒
である．ブロック動作に要する時間は日本トップ

レベル男子では 1.48秒，大学女子では 1.68秒で
同レベルのトスの滞空時間より長い 5） ．このこと
から，ブロッカーは，ボールがセッターの手を離

れてからブロック動作を行い始めては，遅いとい

うことがいえる．そのため，セッターがトスを上

げるまえに，トスコースの予測をたてておく必要

がある． 
 バレーボールにおける視覚行動について，武

澤・星野 7)は，トスおよびスパイクコースの正確な

判断についてレシーバーの視覚探索ストラテジに

ついて研究を行っている．被験者はレシーバーと

して，相手チームからの攻撃場面の呈示映像を見

ている．呈示映像開始から終了まで，被験者は呈

示映像中のセッターよりも，スパイカーへの注視

時間が長いという結果が出ている．この研究は，

レシーバーからの視点であり，この場合は，スパ

イクレシーブをすることが目的である．レシーバ

ーは，トスアップ後にトスコース判断をしても，

守備位置への移動が遅くなることはない．しかし，

ブロッカーはセッターのトスが上がる前に，トス

コース判断を行い，守備位置への移動準備を行う

必要がある． 
ブロッカーの視点から，トスコース判断につい
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て述べられている研究は少ない．ブロッカーの視

覚探索ストラテジについてAlessandro1）が研究を

行っている．セッターとスパイカー1 名が配置さ
れた呈示映像を使っての実験である．被験者はア

イマークレコーダを装着し，呈示映像を見て，セ

ッターのあげるトスが，前か，後ろかを，回答す

るものである．熟練者群は，非熟練者群よりも，

早い段階でかつ正確に方向を回答しており，セッ

ターの手や脚などに注視があったことが示されて

いる．ブロッカーの，トスコース判断と視覚探索

についての論文はとても貴重であるが，彼らの実

験ではトスコースが 2コース（セッターの前か後
ろ）しか設定されていない．実際のゲーム場面で

は，レフトスパイカー，センタースパイカー，ラ

イトスパイカーの 3名のスパイカーに対してトス
を上げることが一般的である． 
そこで本実験では，より実践場面に近付けるた

め，3 名のスパイカー（レフトスパイカー，セン
タースパイカー，ライトスパイカー）を配置し，

そのスパイクを移動してブロックすることを想定

させ，センターブロッカーの視覚行動とトスコー

スの判断の正確性を，熟練度の違いから明らかに

することを目的とする． 
 

方法 
 
1．被験者 
 大学女子学生バレーボール部員のうちブロック

経験者 10名（年齢は 20.8±1.3歳，バレーボール
経験年数は 9±3.3年）の熟練者群（以下V群とす
る）と，バレーボール以外の運動経験をもつ大学

女子学生 10名（年齢は 21.1±1.3歳）の非熟練者
群（以下NV群とする）とした．  
2．実験課題 
 本実験では，被験者にセンターブロッカーの視

点で相手チームからの攻撃場面を想定した呈示映

像を見せ，相手セッターのあげるトスコースを判

断することを課題とした．相手セッターの動作に

よって 5phase（後述）に区切り，各phase終了時
点で遮蔽する映像を予め作成し，被験者にランダ

ムに呈示した．被験者には呈示映像終了後，ただ

ちにトスコースを判断させ，その方向（レフトス

パイカー：被験者に向かって右，センタースパイ

カー：被験者に向かって上，ライトスパイカー：

被験者に向かって左）を手で示すよう指示した．

トスコース判断が出来なかった場合には「不明」

の合図をさせた． 
4．呈示映像 
 レフト，センター，ライト位置のスパイカー各1
名（身長 167.0±6.1cm）および，セッター（身長
150.3cm），パサー（身長158.0cm）の5名を対面
コートに配置し，相手チームの攻撃場面を撮影し

た．バレーボールコートのセンターライン中央か

ら5ｍ後方にビデオカメラ（ソニーHDR-CX560V）
を設置し，撮影記録した（60fps）（図1）．セッタ
ーには 3名のスパイカー（レフト，センター，ラ
イト）にトスをランダムに上げるよう指示した．

レフト，センター，ライトの各コースへのトスを，

コースL，コースC，コースRと呼ぶこととする．
映像中の 3名のスパイカーには，自分以外のスパ
イカーに上がったトスに対しても常に助走するよ

う指示した．  

 トスの速さは， センターブロッカーが最も対応
するレフトに対してはセカンドテンポトス，セン

ターに対してはファーストテンポトス，ライトに

対してはサードテンポトスとした．各スパイカー

への配球はセッターに任せ，トスが正確に上げら

れているスパイクシーンを撮影した． 

図１ 呈示映像撮影模式
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顎乗せ台

テ
レ
ビアイマークレコーダ

図3 実験システム図 

呈示映像は先行研究で，パスの飛距離が大きく

なるにつれて，手関節（掌屈），肘関節，肩関節，

および下肢関節角度の最大角度が有意に大きくな

った 5）ことより，セッターの腕と脚，ボールの動

きをもとに分類したトス動作の局面に応じて，5
つに分類した．phase1：1歩目着地時，phase2：
2 歩目着地時，phase3：膝関節角度最小時，
phase4：肘関節角度最小時，phase5：ボール緩衝
終了時，とした（図2）．  
 PMB ソフトでトス動作の変化により phase 分

けをした動画を切り出し，動画編集ソフト(Corel 
Video Studio Pro X7)で呈示映像（全 450試行分）
を作成した．その構成は，注視点 3s→各phase動
画→phase最終静止画0.5s→スノーノイズ映像1s
であった．全ての動画は DVD 読み込み変換ソフ
ト（Nero Vision Xtra）でDVDに保存し，プレー
ヤーで再生可能にした． 
5．測定項目 
 ブロッカーの視線行動を捉えるため，眼球運動

を測定した．眼球運動測定には，瞳孔とプルキン

エ像の中心座標の変化から眼球の動きを求める眼

球検出機能を備えた眼球運動システム（EMR-9， 
NAC社）を用いた．システムはアイカメラ，眼球
画像を処理し出力するコントローラ，刺激呈示部

（シャープ LC-52AE7）で構成され，眼球運動
検出角度は水平±40°，垂直±20°以内であった．眼
球運動データのサンプリングタイムは 60fps であ
った． 
 

6．実験手順 
 実験内容の説明

後，被験者は椅座位

姿勢で映像呈示用

52 型テレビの液晶
ディスプレイ（シャ

ープ LC-52AE7， 
横 115.2cm ， 縦

64.8cm ） の正面
1.5m 前方に設置し

た顎台に顎部を乗せて，頭部を固定した（図 3）．
被験者の後方からビデオカメラ（ソニー

HDR-CX560V）で手元が映るよう撮影し，呈示さ
れたセッターのトスに対してどこに上がるのかを

判断し，上がる方向（レフトスパイカー，センタ

ースパイカー，ライトスパイカー）を手で示させ

記録した．実験は視点位置を決定するための較正

を行った後開始した．課題の試行数は 5 試行を 1
セットとし，6セットを 1ブロックとして，15ブ
ロック（450試行）行った．半分の 7ブロック目
で顎乗せ台から一度離れさせ休憩を取る外に，各

ブロック間で被験者の申告により休憩を随時確保

した．休憩を挟んだ際は，較正（処理プログラム

内のセッティングおよび較正プログラムを用いた）

を行った．全ての実験後，セッターのトスコース

判断に関する内省を聴取するための記録用紙に記

入を求めた．記録用紙には，1）注視点から画面が
切り替わった後，どの周辺を見ていたか，2）セッ
ターのトスコースを判断する決め手となった箇所

（複数回答可）を記入させた．また，スポーツ歴，

実験参加時の視力を記入させた． 
7．統計解析 
コース判断の正答，誤答についてのチャンスレ

ベル（ある事象が偶然生じる確率）の検定には二

項検定を，コース判断の正答率については熟練度×
遮蔽 phaseの二要因分散分析を用いた．また，視
線行動について，phase 最終時点で配置されてい
た視線を取り出し，視線配置割合を求め，

Mann-WhitneyのU検定を実施した．これらの分
析は全て IBM SPSS Statistics19を用いた． 

phase1 Phase2 phase3 phase4 Phase5

+581ms +49.8ms +33.2ms +33.2ms

図2 トス動作フェーズ図 
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結果 
 
1．トスコース別の正答と誤答の割合について 
 V群とNV群の各トスコースの phase1~5での
正答率を求め，図4～9に示す．正答率は正答数を，

誤答率は誤答数と判断不能回数を合計したものを，

それぞれ全試行数で除して求めた．正答率と誤答

率の，チャンスレベル（50％）の検定をするため
に各群の各phaseにおいて二項検定を行った． 

V群において，コース Lの phase1, 2, 4, 5で

図7 コースL正答率（NV群） 
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図8 コースC正答率（NV群） 
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図9 コースR正答率（NV群） 

図5 コースC正答率（V群） 
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図6 コースR正答率（V群） 
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図4 コースL正答率（V群） 
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0.1%水準，phase3では1%水準で有意な差が認め
られた（図 4）．また，コース Cおよび Rでは，
すべての phase において 0.1%水準で有意な差が
認められた（図 5，図 6）．このことから，V群の
トスコースの判断の正答率は，各コースにおいて，

すべての phaseで有意な差がみられたが，チャン
スレベルの検定の結果，phase2以降で，正答率が
誤答率を上回ることが示された． 
一方，NV群においては，コースLおよびCで
は，phase1, 2, 4, 5で0.1%水準で有意な差が認め
られたが，phase3では有意な差は認められなかっ
た（図7，図8）．また，コースRのすべてのphase
において0.1%水準で有意な差が認められた（図9）．
このことから，NV 群のトスコースの判断の正答
率は，コースLとコースCにおいて phase3で，
有意な差が認められなかったため，phase4以降で，
正答率が誤答率を上回ることが示された．コース

Rでは，すべての phaseにおいて有意な差が認め
られたため，phase2以降で正答率が誤答率を上回
ることが明らかとなった． 
2．各熟練度のトスコース別の正答率について 
熟練度（2：V群，NV群）×トス動作phase（5：
phase1~5）の2要因分散分析を行った． 
2-1．コースL 
コース Lにおける熟練度別の正答率を図 10に
示す． 

V 群で正答率が 50％以上となったのは phase2
以降，NV 群で正答率が 50％以上となったのは
phase4以降であった．熟練度×トス動作phaseに
ついて交互作用があることが認められた（F (4,72) 
= 4.613, p=.008）．単純主効果検定の結果，熟練度
に有意な主効果が認められた（F (1,18) = 7.515, 
p=.013）．次に Bonferroni検定による多重比較に
おける有意水準の調整の結果，V 群では

phase1-phase2,3,4,5(p=.0001),phase2-phase5(p
=.023),phase3-phase4(p=0.12),phase3-phase5(p
=.0001),NV群ではphase1-phase2,3,4,5(p=.0001), 
phase2-phase4(p=.001),phase2-phase5(p=.0001), 
phase3-phase4(p=.007),phase3-phase5(p=.0001), 
phase4-phase5(p=.0001) となった．phase1, 2, 3
において，熟練度要因に単純主効果があり，熟練

度間の差が認められた（phase1:F (1,18) =9.471, 
p=.006，phase2: F (1,18) =12.451, p=.002，
phase3:F (1,18) =4.612, p=.046）．  
コースLにおいて，V群の方がNV群よりも，
正答率が誤答率を超えたのは早い段階であった． 
2-2．コースC 
コース Cにおける熟練度別の正答率は図 11に
示す． 

V 群で正答率が 50％以上となったのは phase2
以降，NV 群で正答率が 50％以上となったのは
phase3であった．熟練度×トス動作phaseについ
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て交互作用があることが認められた（F (4,72) 
=5.065, p=.001）．単純主効果検定の結果，熟練度
に有意な主効果が認められた（F (1,18) =33.763, 
p=.0001）．次にBonferroni検定による多重比較の
結果，V群ではphase1-phase2, 3, 4, 5(p=.0001), 
phase2-phase3(p=.029),phase2-phase4(p=.038),
phase2-phase5(p=.001),phase3-phase5(p=.048),
NV 群 で は phase1-phase2,3,4,5(p=.0001), 
phase2-phase3(p=.019),phase2-phase4(p=.0001)
,phase2-phase5(p=.005)と有意な差が認められた． 
phase2, 3, 4, 5に熟練度要因に単純主効果があり，
熟練度間の差が認められた（phase2:F (1,18) 
=15.434, p=.001 ， phase3:F (1,18) =26.606, 
p=.0001 ， phase4:F (1,18) =4.760, p=.043, 
phase5:F (1,18) =45.019, p=.0001）． 
コース Cにおいて，V群の方が NV群よりも，
正答率が誤答率を超えたのは早い段階であった．  
2-3．コースR 
コース Rにおける熟練度別の正答率を図 12に
示す． 

V群，NV群ともに正答率が 50％以上となった
のは，phase2 以降であった．熟練度×トス動作
phase について交互作用は認められず，熟練度お
よびトス動作 phaseに有意な主効果があり（熟練
度：F (1,18) =12.096, p=.003，トス動作phase：F 
(4,72) =193.774, p=.0001），熟練度間の差が認め
られた． 

コース Rにおいて，V群の方が NV群よりも，
正答率が誤答率を超えたのは早い段階であった．  
3．熟練度別トスコース判断時の視線配置割合 
全被験者のトス動作 phaseの最終時点で配置さ
れていた視線を全試行取り出して（450試行×被験
者20名），各phaseにおける視線配置の割合を求
め，熟練度間の差を調べるため，Mann-Whitney
のU検定を実施した． 
コースLにおいて，V群はNV群に比べて「Arm」
への視線配置割合が phase3,4において 10％水準
で高い傾向がみられ，NV群はV群に比べて「Ball」
への視線配置割合が phase1,3,4で 5%水準で有意
に高く，phase5 において 10％水準で高い傾向が
みられた（表1）． 
コース C においては，V 群は NV 群に比べて
「Arm」への視線配置割合がphase3で 10％水準
で高く，NV群は V群に比べて「Ball」に対する
視線配置割合が phase1で 10%水準で高い傾向が
みられた．phase2で5％水準，phase3で1％水準
で，有意に高かった（表2）．  
コースRにおいてV群はNV群に比べて「Arm」
への視線配置割合が，phase4 で 10％水準で高い
傾向がみられ，NV群は V群に比べて「Ball」に
対する視線配置割合が，phase1で5％水準で有意
に高く，phase3,4,5で10%水準で高い傾向がみら
れた．（表3）． 

 
考察 

 
1．熟練度におけるトスコース判断の正確性 

V 群ではすべてのコースにおいて，正答率が
50％を超えたのは，セッターの 2歩目着地時以降
となり，セッターの 2歩目着地時以降の情報を得
ることにより，確信をもってトスコース判断をし

ていたといえる．NV群ではコース Lとコース C
においてセッターの肘関節角度最小時以降，コー

スRではセッターの2歩目着地時以降で，正答率
が50％を超えることが明らかとなった．NV群は，
セッターの前方向へ上がるコースLとコースCで
は，違いを早期判断することが出来なかった．コ

***:p＜.001, **:p＜.01
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ースRに関してはNV群も，早期判断が出来てい
た．このことから，セッターの前方向へのトス動

作と，後ろ方向へのトス動作に大きな違いがある

ことが示唆される．コースRへのトスは，後方へ
背中を反らした状態で上げなければならない．背

中を反らすために，二歩目を大きく出して着地す

る（phase2）ため，NV群においてもV群同様に，
早期判断が出来たのではないかと考えられる．そ

のためセッターの 2歩目着地のトス動作がコース
R のトスコース判断に手がかりを含んでいるとい
える． 
2．熟練度の違いによるトスコース別の正答率 
2-1.コースLの正答率 
コース L において，phase1~3 で正答率に差が
みられ， V群はNV群に比べて正答率が高いこと
が示された．ここから，V群はphase1~3（セッタ

ーの下肢動作）の映像が早い段階で遮蔽される場

合においても，セッターの脚の動きの変化に気づ

き，トスコース判断の決め手となる手がかりを見

つけていたといえる．そうすることで，トスコー

スの早期判断が可能となったのではないだろうか． 
一方で NV群は，早い段階で映像が遮蔽された
場合には，トスコース判断の正答率が低かった．

セッターの下肢動作の変化によって遮蔽されてい

る phase1~3 では，その変化に気づくことが出来
なかった．トスコース判断に関して，セッターの

下肢動作から情報を得ず，他の対象から情報を得

ようとしていたことが推測される．  
2-2.コースCの正答率 
コース Cにおいては，phase2~5で正答率に差
がみられ，V群はNV群に比べて正答率が高かっ
た．phase1のセッターの 1歩目着地時では V群

表2 コースCにおける熟練度別平均視線配置割合（％） 

V（n=10）, NV（n=10） **：p＜.01, *：p＜.05, △：p＜.1

phase1 phase2 phase3 phase4 phase5

Group V NV V NV V NV V NV V NV

Arm 51.8 39.4 85.5 71.8 79.9 61.3 △ 66.7 46.2 66.6 47.7 

Ball 26.5 45.2 △ 10.6 22.7 * 15.4 33.3 ** 28.3 51.3 28.9 46.4 

Spiker 1.6 1.3 0.0 3.9 * 0.0 3.6 0.0 2.5 △ 0.0 3.9 *

Trunk 1.3 0.0 1.3 0.0 3.0 0.0 1.7 0.0 3.6 0.0 

Leg 0.6 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 

Passer 18.1 14.2 1.3 1.6 0.6 1.8 0.8 0.0 1.0 1.9 

表3 コースRにおける熟練度別平均視線配置割合（％） 

V（n=10）, NV（n=10） *：p＜.05, △：p＜.1

phase1 phase2 phase3 phase4 phase5

Group V NV V NV V NV V NV V NV

Arm 70.2 51.8 84.8 73.9 83.4 66.1 83.2 58.0 △ 73.9 57.1 

Ball 15.8 35.5 * 12.6 21.7 14.8 31.3 △ 15.9 38.4 △ 21.7 40.7 △

Spiker 0.0 1.3 0.0 1.7 △ 0.0 0.9 0.0 2.3 * 0.0 0.4 

Trunk 0.4 0.0 1.7 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 2.6 0.0 

Leg 0.9 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 

Passer 12.7 11.4 0.4 2.2 0.0 1.7 0.5 1.4 0.9 1.8 

表１ コースLにおける熟練度別平均視線配置割合（％） 

V（n=10）, NV（n=10） *：p＜.05, △：p＜.1

phase1 phase2 phase3 phase4 phase5

Group V NV V NV V NV V NV V NV

Arm 72.8 59.6 82.9 76.1 82.9 62.5 △ 80.5 62.5 △ 76.4 62.5 

Ball 11.9 31.1 * 11.4 18.4 13.8 33.4 * 16.0 33.4 * 18.4 32.7 △

Spiker 0.2 1.9 △ 0.0 4.1 * 0.2 2.9 * 0.0 2.9 * 0.5 2.9 

Trunk 1.0 0.0 △ 2.6 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 1.9 0.0 

Leg 0.2 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 

Passer 13.8 7.4 1.9 1.4 1.0 1.2 1.4 1.2 2.1 1.9 
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においても正答率が低かったため，NV 群との有
意な差はみられなかった．セッターの 1歩目着地
時のトスコース判断の正答率について，コース L
では有意な差がみられたが，コースCではみられ
なかった．このことより，コースCへのトス動作
はV群においても判断することが難しく，セッタ
ーの 1歩目着地時では，トスコース判断の決め手
を見付けることができなかったのではないかと考

えられる．しかし，V群はセッターの 2歩目着地
時以降で，NV 群よりも正確なトスコース判断が
出来ていたので，セッターの前方向へのトス（コ

ースLおよびC）の飛距離の違いに，セッターの
2歩目着地時以降で気づいていたといえる． 
2-3.コースRの正答率 
コースRではphase1~5で正答率に差がみられ，

V群はNV群に比べて全てのphaseにおいて正答
率が高かった．NV群はコースLおよびCにおい
ては，phase4（セッターの肘関節角度最小時）以
降で正答率が誤答率を上回ったのに対し，コース

Rではphase2（セッターの2歩目着地時）以降で
あった．コースRへのトスは，非熟練者にとって
も，比較的分かりやすいトス動作であったといえ

る． 
3．熟練度によるトスコース判断時の視線配置の違
い 

V群とNV群における，各コースのトスコース
判断時点での視線配置割合から，どのコースにお

いても，V群はNV群よりも「Arm」へ，NV群
は V群よりも「Ball」への視線配置が多い傾向が
みられた．トスコース判断の正答率が誤答率を上

回ったとされるphase1,2,3はセッターの下肢動作
で遮蔽されたものである．V 群は NV 群よりも
「Arm」への視線配置が多いが，セッターの下肢
動作の違いに気づいていたといえる． 

 一方，NV 群では，視支点を画面上部にある
「Ball」に置くことで，セッターの下肢動作の違
いを捉えることが出来ず，回答することが困難と

なったと考えられる．  
4.熟練者の視覚探索行動について 
 結果1から，熟練者はすべてのコースにおいて，

セッターの 2歩目着地時以降の下肢動作の情報を
得ることで，正答率が誤答率を上回り，早く遮蔽

される場合においても，トスコース判断が出来て

いたことが明らかとなった． 
 また結果 2より，熟練者と非熟練者の正答率の
差をみたところ，熟練者は非熟練者よりも早く遮

蔽される映像においても，正確なトスコース判断

が出来ていた． 
 結果 3で，各phase終了時点での視線配置の割
合を調べたところ，熟練者は終始セッターの「Arm」
に視支点を置いている傾向があった． 
 これらのことから，熟練者は，セッターの腕周

辺に「視支点」を置き，セッターの下肢動作に関

して周辺視により情報を得ることで，非熟練者よ

りも早期に正確なトスコース判断が出来ていたと

いえる． 
  

まとめ 
 

 本研究では，攻撃場面におけるセッターの動き

の局面（1歩目着地時，2歩目着地時，膝関節角度
最小時，肘関節角度最小時，ボール緩衝終了時）

に応じて分類した遮蔽映像を用い，センターブロ

ッカーのトスコース（レフト，センター，ライト）

判断の正確性と，それに伴う視線行動を熟練度の

違いから検討し，以下の知見を得た． 
1．熟練者は正確なトスコース判断を早期に行うた
め，セッターの下肢動作の違いから情報を得てい

た． 
2．熟練者は，いずれの方向へのトスにおいても，
セッターの 2歩目着地時局面の情報から，トスコ
ース判断をしていた．セッターの後方へのライト

トスにおいては，非熟練者も，2 歩目着地局面か
ら情報を得ることが出来ていた．この結果は，後

方へのトス動作は，前方へのトス動作と比べて，

セッターの 2歩目の動作が異なることと関係して
いる． 
3．熟練者はトスコース判断時に，セッターの腕周
辺への視線配置があり，非熟練者はボールへの視

線配置がみられた． 
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4．熟練者は，セッターの腕周辺に「視支点」を置
き，さらにセッターの下肢動作に関して周辺視に

より情報を得ることで，非熟練者よりも早期に正

確なトスコース判断が出来るという関係がみられ

た． 
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