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本研究の目的は、バスケットボールの練習において２人組で１人が目を瞑って行うブラインドワークが、プレーヤ

ーにどのような影響を及ぼすかを明らかにすることである。Ｉ大学バスケットボール部では、過去６年間、３～４月期のプレシ

ーズン中に２回程度と５～８月のシーズン中に月１回程度、通算年6回程度の「ブラインドワーク」を実施してきた。２人が向

かい合って両手を合わせ、1人が目を瞑り、もう1人が目を瞑った人をリードしながら体育館の中を動き回るというものである。

１年生から４年生の男女部員３１名にアンケート調査を実施した結果、学年が進んで経験が増えるにしたがって、

目を瞑りながら動くことへの恐怖感が軽減され、相手の中心をとらえることができるようになることが明らかになった。バスケッ

トボールが得意であると感じる者ほど、ブラインドワークによって相手の逆襲をうまくかわすことができ、相手の動きを先取り

でき、ディフェンスがよくなった感じるようになる。また、ブラインドワークがオフェンスで相手の動きを読むのに効果的である

と感じる者はディフェンスがよくなったと感じていた。ブラインドワークによって基本姿勢を維持することができるようになること

によって、オフェンスにおいてもディフェンスにおいても技能の向上に関与するものと考えられる。

はじめに

バスケットボール競技は、1891年に誕生して以来、高度化の一途を辿っている。シュート、ド

リブル、パスなどのボールを操作する技術の進歩もさることながら、ボールを持たないプレーヤ

ーの動きがますます重要になってきている。

サッカーでは、ボールを持たない人の動きのことを「第３の動き」と称してオープンスペース

にタイミングよく走り込む動きや相手ディフェンダーを引きつけてオープンスペースを生み出す

――――――

*茨城大学教育学部人間環境教育教室（知識経営講座）
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動きが重要とされている。ゴール型ボールゲームでは、これらの動きを「Off-the-ballmovement」
と総称している１）が、バスケットボール競技の場合、もう少し細かく分けて考えた方が適切であ

る（図１）。

Phase of Basketball Game
on ball

offensive movement offensive movement
with ball without ball

off ball
offense & defense

図１．バスケットボールにおける「on ball」と「off ball」の概念

バスケットボールでは、ボールを扱う技術を「offensive movement with ball」「ボール

を持たないオフェンスの動き」を「offensive movement without ball」と大きく大別する
2)。ここで、ディフェンスとの駆け引きに着目した場合、ボールを手放した直後のオフェン

スとディフェンスの駆け引きの局面と、ボールをもらおうとしているオフェンスとディフ

ェンスの駆け引きの局面が考えられる。本研究では、前者を「off ball offense &
defense」、後者を「on ball offense & defense」として使用する 3）。

武道、ボクシング、レスリングなどでは、直接的に対戦相手と対峙することによって、「駆け引

き」を体で覚えていくが、バスケットボールのような集団ゲームの場合、どうしてもボールを扱

う技術とそれを助ける連携プレーが強調されてしまい、ボールを持たないプレーヤーとそのプレ

ーヤーに対するディフェンスとの間の目に見えない「駆け引き」に意識が及ばない。

「ブラインドワーク」は、上述した「on ball」と「off ball」のオフェンスとディフェン

スの駆け引きをプレーヤーに直感的に理解させるのに有効であるとの仮説を立て、過去６

年間Ｉ大学バスケットボールの練習に取り入れてきた。平成 19年の実施回数は、表１の

通り。

表１．平成19年のブラインドワーク実施回数と練習回数

月 シーズン ブラインドワーク実施回数 練習回数

３月 プレシーズン １ １４

４月 １ １５

５月 シーズンイン ０ １６

６月 １ １９

７月 ０ １６

８月 合宿・遠征等 ２ ２１（２部練含む）
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ブラインドワークで目を瞑って動く時間は 15秒程度だが、２人組で交代するため、１

セットに１分ほどかかる。相手を変えて、４～５セット行うので、１回に費やす時間は５

分程度であり、主にウォーミングアップとして使用される。練習全体の中での割合は僅か

であるが、バスケットボールの練習でこのブラインドワークを取り入れているチームはほ

とんどないため、これまでのプレーヤーはＩ大学で初めて経験した者ばかりであり、その

インパクトは大きい。中学生や高校生との合同練習会などの際に、バスケットボールの基

本姿勢を理解させるための手段として実施する場合があり、８月の２回はいずれも高校生

との合同練習会での実施である。

本研究では、ブラインドワークがどの程度、対戦相手との駆け引きを理解するのに役立

っているのか、また、プレーヤーがどのような技能に効果があると感じているのかについ

て、プレーヤーの経験年数や恐怖を感じる度合いやオフェンス・ディフェンスの得意度な

どから明らかにする。

ブラインドワークとは

ブラインドワークとは、目を瞑って行うさまざまなワークのことを指す。心理臨床の場

面で自己開示のための導入として行われたり、目の不自由な方への理解を深めるために、

目隠しをした状態で様々な生活空間を探索し、障害となる環境を再認識する際に行われた

りする。 近では、子どもたちの五感を高めるために生活科でのネイチャーゲームの中で

目を瞑っての自然探索や小学校保健体育科の「体ほぐしの運動」の中で「ブラインドタッ

チ」や目隠しでの縄跳びなど様々な活動が工夫されている。

筆者は、自らの身体の感覚のうち、特に「こわばり」に気づくためのワークとして体育

実技の授業の中で実践してきた４）。この実践では、おもわず「こわばってしまう身体」に

気づき、どのようにしたらそのこわばりを軽減することができるかを理解させることを主

なねらいとしている。

しかし、数多くの実践をしているう

ちに、「こわばり」が十分に軽減され

ると自らの身体の感覚ばかりではなく

「目の前に」対峙している身体の中心

や動きまでもが刻銘に感じられるよう

になることに気がついた。

そこで、バスケットボールのオフェ

ンスとディフェンスの１対１の局面で

の様々な技術の向上に役立つのではな

いかと判断し、６年ほど前から、I大
学バスケットボール部の練習の一部に 図２．ブラインドワークの実施風景

取り入れるようになったのである。
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ブラインドワークの実施方法と留意点

ブラインドワークの実施方法と留意点を表２に示す。

表２．ブラインドワークの実施方法と留意点

２人組のペアを作り、向かい合いお互いの両手を軽く合わせる。片方が目をつむる。目を開け

ている方がリーダーで、目をつむっている方がフォロアーとなる。リーダーはフォロアーとの関

係を断ち切らないように、しかし、できるだけフォロアーを動かす。つまり、突然手のひらを

フォロアーの手からパッと離してしまうことはせず、手を軽く合わせたまま、相手の様子を見な

がらゆっくりと動きだし、慣れてきたらスピードをあげ、あちこちへ移動する。

フォロアーは決して目を開けずに、軽く手を合わせてついていく。この時、フォロアーはリー

ダーの手をつかまないように注意する。また、リーダーは周囲の人とぶつからないようにうまく

フォロアーをコントロールしながら、時に手を上下左右に動かしながら回転したり、前後左右に

スピードを変化させながら動く。10～ 15秒ぐらいでお互いの役目を交代し、さらに相手を替え

ながら何度か行う。

このブラインドワークは、ジェットコースターに乗っているような感覚が得られるため、恐怖

を感じながらもおもしろさがあり、経験の浅い１年生にとっても興味深い練習の一つとなってい

る。また、学外での講習会やバスケットボール教室などでも何度か実施してみたが、小学生から

大人の指導者まで一様に意欲的に取り組むワークであり、相手との駆け引きに関わるさまざまな

感覚を味わうきっかけとしては、十分効果的なワークと言える。しかし、恐怖感が軽減され対戦

相手の動きを的確に察知できるようになるには、どの程度の経験を積む必要があるのかは明らか

ではない。

なお、以前の実践報告では、「リーダー」を「王様」、「フォロアー」を「奴隷」と表記し

ていたが、表現が適切ではないという指摘があった。実施の際には、「目を開けている人」

「目を瞑っている人」と表現することが多く、特に「リーダー」「フォロアー」などと言明

しなくてもよい。

ブラインドワークの実際

初心者がブラインドワークを実施している様子を図３に示す。目を瞑っている人は、恐

怖のため頭を下げ、腰を引く傾向が強い。ある程度経験を積むと図４のようになる。

リーダーが初心者の場合、フォロアーをどのようにしてうまく導けばよいかわからず、

お互いに手を握り合ってただ右往左往してしまうケースが多い。どちらも不安で、軽く手

を合わせておくことが難しい。ある程度慣れてくると、リーダーはフォロアーに悟られな



図３．１年生の様子 図４．上級生の様子

いように自分の体と手を左右にずらしながら回転運動によって相手を翻弄させるようにな

る。十分に恐怖感が抜けないフォロアーは、息を切らしながらついて行くのに必死になる

ケースが多い。

しかし、リーダーもフォロアーもある程度熟練してくると、お互いに相手の動きを牽制

し合うようになる。リーダーが引き込みながら回転動作を行おうとする瞬間にフォロアー

がリーダーを押し込み、その動きを制する。逆にフォロアーがリーダーを押し込もうとす

る瞬間にリーダーがひらりと身をかわしてフォロアーの体勢を崩し、フォロアーを押し込

むこともある。このようなやりとりを行っている２人を外側から見ていると、どちらがリ

ーダーでどちらがフォロアーなのかわからないぐらいになってくる。

調査の概要

「ブラインドワーク」を体験したことのある I大学バスケットボール部員男子 18名、女

子 13名計 31名に平成 19年９月にアンケート調査を実施した。対象者の詳細は表３のと

おり。

前述したように、全体の練習に対する「ブラインドワーク」の占める割合は、ごく僅か

であるため、アンケートに回答する直前に、１セットだけ回答者に「ブラインドワーク」

を体験してもらった。アンケートは通常の練習終了直後に実施し、解説などは行わずにア

ンケート用紙を配布し、記入後、直ちに回収した。回収率は 100％。

調査項目は、ブラインドワークを実施している時の感覚に関する６項目(1,2,4,5,9,16)、
具体的な技術向上に役立ったかどうかに関する９項目(3,6,8,10,11,12,13,15,18)、ディフェ
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ンス力に関する１項目(17)、バスケットボールに対する得意意識に関する２項目(7,19)、
日常の観察力に関する１項目(14)、ブラインドワークがゴールデンエイジ（８～ 12才頃

の子ども）に効果があるかどうかに関する１項目(20)の計 20項目について、４件法で実

施した。調査項目は、図７に示すとおり。

表３．調査対象者の属性

学年 男子 女子 備 考

１年 ３ ３ 女子１名は７月から入部

２年 ７ ６ 女子１名は２年次から入部

３年 ５ ３

４年 ３ １

合計 １８ １３

アンケートで尋ねた具体的な技術項目は以下のとおりである。(11)～(13)は、他の項目

のように具体的な動きを示す技術項目ではない。(12)「ポストでボールをもらう技術」は

(3)「シール」を含む技術であり、(11)「オフェンスで相手の動きを読む技術」と(13)
「オフェンスで相手をかわす技術」は技術というよりも状況判断に関係する項目である。

また、(10)「バンプ」は(18)「コースチェック」に近い技術であるが、「コースチェッ

ク」がディフェンスの際に使用する用語であるのに対して「バンプ」はディフェンスでも

オフェンスでもお互いに「ぶつかり合う」場合を指す。(15)の「ドライブイン」は、「on
ball」局面でも「off ball」局面でもないボール保持者の動きを示す技術である。

（Q3）シール（図５右）

ボールを持っていないオフェンスがディフェンスの体に

密着して相手の動きを封じ込めながら、ボールをもらおう

とする「on ball」局面でのオフェンスの技術である。

（Q6）ブロックアウト（図６）

シュートが放たれた直後にディフェンスがオフェンスプ

レーヤーをゴールに近い側に近寄らせないようにカベを作 図５．シールとディナイ

る技術である。リバウンドボールを取得しようとする「on
ball」局面でのディフェンスの技術である。

（Q8）ディナイ（図５左）

ボールを受けようとディフェンスから離れて動くオフェ

ンスに対して、粘り強くパスコースに手を差し出しながら

ついていく動きを指す。もともと「阻害する」という意味

で、簡単にボールを持たせないようにするための「on ball」 図６．ブロックアウト
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設　　問
当てはま
らない

あまり当て
はまらない

やや当て
はまる

当ては
まる

1 目を瞑っている相手の逆襲をうまくかわすことができる 1 2 3 4

2 目を瞑っていても相手の中心をはっきりと感じとることができる 1 2 3 4

3 ブラインドワークはシールの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

4 目を瞑って手を合わせて動いているとき相手の動きを先取りできる 1 2 3 4

5 自分は目を瞑っている相手をうまく動かせる方だ 1 2 3 4

6 ブラインドワークはブロックアウトの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

7 バスケットボールは得意である 1 2 3 4

8 ブラインドワークはディナイの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

9 目を瞑っただけで怖い 1 2 3 4

10 ブラインドワークはバンプの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

11 ブラインドワークはオフェンスで相手の動きを読むのに効果的だ 1 2 3 4

12 ブラインドワークはポストでボールをもらう技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

13 ブラインドワークはオフェンスで相手をかわす技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

14 自分は普段から他人の動きをよく観察する方である 1 2 3 4

15 ブラインドワークはドライブインの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

16 目を瞑って手を合わせて動かされると怖い 1 2 3 4

17 ブラインドワークをしてからディフェンスがよくなった 1 2 3 4

18 ブラインドワークはコースチェックの技術を向上させるのに役立った 1 2 3 4

19 自分はオフェンスよりディフェンスの方が得意である 1 2 3 4

20 ブラインドワークは８～１２才頃の子どもに効果的だと思う 1 2 3 4

図７．調査用紙

ブラインドワークに関する調査

　このアンケートは、バスケットボール指導におけるブラインドワークの効果について、現状を把握するための
ものです。あまり深く考えずに、直感的に該当する数字に○（まる）をつけて下さい。
　なお、アンケートの結果は統計的に処理され、目的以外に使用されることはありません。

●ブラインドワークをしていて、気づいたことや感じたことを、簡潔にご記入下さい。

性別：男・女　　　　　　　学年　１・２・３・４
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局面でのディフェンスの技術である。

（Q10）バンプ（図８）

パスした直後にディフェンスにわざとぶつかるように動いて

ディフェンスの動きを牽制する場合や、比較的遠くからボール

を受けるためにボールに近づこうとするオフェンスを体の正面

でぶつかりながらその動きを制する場合の両方に使用される。

正面からお互いの体をぶつけ合う技術を指すが、I大学では、

どちらかと言うとディフェンス側がボールを保持していないオ

フェンスの動きを制する場合を意味する「on ball」局面でのデ

ィフェンスの技術としてプレーヤーに理解されている。 図８．バンプ

（Q11）オフェンスで相手の動きを読む技術

あらゆる場面でオフェンスはディフェンスの動きを読みその裏をかく必要がある。状況

を的確に感じ取り判断する能力として、「on ball」局面、「off ball」局面の両面でのオフェ

ンスの技術を指す。

（Q12）ポストでボールをもらう技術

ポストでボールをもらうためには、様々な技術的要素がある。（１）の「シール」もその

一つであるが、フラッシュポストのようにボール側に鋭く移動して相手を振り払いながら

ボールにミートする場合もあり、ディフェンスの付き方のよってもさまざまな工夫がなさ

れる。いずれにせよ、「on ball」局面でのオフェンスの技術として状況判断も含めた概念

である。

（Q13）オフェンスで相手をかわす技術

ボール保持者の場合は、ドリブルで相手を出し抜く場合とシュートフェイクによって相

手をかわしてシュートを打つ場合を指す。また、ボールを保持していない者の場合は、「off
ball」局面でパスをした後にディフェンスをかわしてボールを受けようとする場合と「on
ball」局面でボールを受けようとして相手をかわす場合がある。

（Q15）ドライブイン

ボール保持者の技術であり、「on ball」局面でも「off ball」局面でもない。ボール保持

者がドリブルによってディフェンスの間をくぐり抜けるようにして、ゴールに向かって突

き進む技術であり、「ブラインドワーク」とは直接的には関係がない。

（Q18）コースチェック（図９）

ディフェンスがオフェンスの動きを予想してそのコースを先取りする場合を指す。ボー
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ル保持者のドリブルの突き出しを封じる場合を想定することが

多いが、この場合も「on ball」局面直後の判断を指す場合が多

い。また、ボールを持っていない者が「on ball」局面でゴール

下やボール方向へ動こうとするそのコースを先取りして思い通

りに動かさないようにする場合や「off ball」局面でパスをした

オフェンスがゴール方向に走り込もうとするコースを先取りす

る場合も指す。

図９．コースチェック

調査の結果と考察

分析は、性別については T検定、学年とブラインドワークを実施している時の感覚等に

関する設問に対する他の設問との関係については分散分析を行い検討した。

各質問項目の平均値と回答の内訳を表４に示す。

Q9「目を瞑っただ

けで怖い」の平均が 表４．平均と回答数の内訳（比率）

1.9と「当てはまらな

い」傾向が強いが、「目

を瞑っただけで怖い」

プレーヤーもいる。

Q15「ドライブイン

の技術を向上させるの

に役立った」の平均値

も 1.9であり、ほとん

どの選手がドライブイ

ンの技術向上には役立

たないと回答してい

る。

「ブラインドワーク」

とは直接関係のないと

思われる技術項目を質

問したものであり、回

答者は設問を正しく判

断しながら回答していることが伺える。

１．男女別の傾向

次に男女別の平均を表５に示す。t検定の結果、Q14「自分は普段から他人の動きをよく

観察する方である」のみ男女の回答に有意な差が見られたが、他の項目においては有意差
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は認められなかった。男子は女子よりも、普段から他人 表５．男女別

の動きをよく観察する傾向が強いことが分かった。

２．学年別の傾向

学年別の平均を表６に示す。分散分析の結果、Q3「シ

ールの技術を向上させる」と Q16「目を瞑って手を合わ

せて動かされると怖い」に影響がみられた。シールは相

手に密着し相手の動きを封じ込める「on ball」局面の動

作であり、直接的にはブラインドワークと結びつかない

と思われるが、上級生で「役立った」と回答する比率が

高くなった。また、Q16により、学年が進むにつれ恐怖

感が軽減されていくことが明らかになった。

３．恐怖感

恐怖感について Q9「目を瞑っただけで怖い」と Q16
「目を瞑って手を合わせて動かされると怖い」で尋ねた。

Q9が比較的広く尋ねているのに対し、Q16は
「ブラインドワーク」をより具体的に想定した

設問となっている。Q9と Q16の回答群別に他

の設問の平均値を示したものが、表７と表８で 表６．学年別

ある。両者相互の p値が 0となっていることか

ら、２つの設問群に対して回答者はほぼ同じ回

答をしていることがわかる。

また、Q1、Q2、Q8、Q20の回答との間で共

通に影響が見られた。恐怖感が軽減されるほど、

目を瞑っている相手の逆襲をうまくかわすこと

ができ（Q1）、目を瞑っていても相手の中心を

はっきりと感じとることができ(Q2)、ディナイ

の技術を向上させる(Q7)と認識する度合いが高

くなる。８～ 12才頃の子どもに効果的だと思う

（Q20）については、全体的にその効果が認め

られているが、恐怖感を感じている人と感じて

いない人の両者が顕著にその効果を認めていた。

また、Q9の設問に対して「自分は普段から他

人の動きをよく観察する方である」(Q14)と「デ

ィフェンスがよくなった」（Q17）にも有意に関

係性が認められた。
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表７．恐怖感（１） 表８．恐怖感（２）

４．得意度 表９．得意度

日頃からバスケットボールの練習に取り組ん

でいる部員を対象に調査をしているので、当然

自分は「バスケットボールは得意である」と認

識していると予想していたが、「当てはまる」

と回答した者は全体の 12.9%に留まった。「当

てはまらない」と回答した者も 9.6%おり、回

答者は、バスケットボール部員全体の中での自

分の技能レベルを想定して回答していると考え

られる。

この得意度別に他の設問項目の平均値を示し

たものが表９である。Q9において得意度が増

すほど恐怖感が軽減されている傾向が見られ、

表７、表８で示された傾向がここでも裏付けら

れる結果となった。

また、Q1「目を瞑っている相手の逆襲をうま

くかわすことができる」、Q4「目を瞑って手を

合わせて動いているとき相手の動きを先取りで
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きる」、Q10「バンプの技術を向上させるのに役立った」の３項目において、得意度の高ま

りとともに、「やや当てはまる」と回答する傾向が高くなることが分かった。同様の傾向は、

Q2「目を瞑っていても相手の中心をはっきりと感じとることができる」と Q12「ポストで

ボールをもらう技術を向上させるのに役立った」の２項目でも認められた。

５．相手の中心 表10．相手の中心

Q2「目を瞑っていても相手の中心をはっきり

と感じとることができる」という設問に対して、

「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した者

は全体の 58%であり、「当てはまらない」と回

答した者も１人いた。この設問に対して他の設

問の平均値を表 10に示す。Q1「相手の逆襲を

うまくかわすことができる」、Q4「目を瞑って

手を合わせて動いているとき相手の動きを先取

りできる」、Q5「目を瞑っている相手をうまく

動かせる」との間で、比例的な関係を認めるこ

とができた。相手の中心を感じることができる

につれ、相手をうまくかわしたり、動かしたり、

相手の動きを先取りできると回答している。こ

のことが、Q17「ブラインドワークをしてから

ディフェンスがよくなった」と感じることにも

つながっている。この他、Q15「ドライブイン

の技術を向上させるのに役立った」についても

有意な関係が認められた。

Q9と Q16の恐怖を感じる度合いとの間には、相反する関係が認められ、中心をとらえ

られる者ほど恐怖感を抱かないことが分かった。これは、前述した恐怖感に関する設問で

得られた結果を裏付けるものである。

６．オフェンスへの影響

Q11「ブラインドワークはオフェンスで相手の動きを読むのに効果的だ」という設問に

対して、「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した者は、全体の 55%、Q13「オフェン

スで相手をかわす技術を向上させるのに役立った」という設問に対して、「当てはまる」

「やや当てはまる」と回答した者は、全体の 35%であった。相手の動きを読むことへの効

果はある程度感じるものの、そこから相手をかわす技術への効果を感じるまでには至って

いない。Q9に対する他の設問の平均値を表 11に示す。Q8「ディナイの技術を向上させる

のに役立った」、Q17「ブラインドワークをしてからディフェンスがよくなった」との間で、

有意な関係が認められた。ディナイはオフェンスが「on ball」局面でボールをもらおうと
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する動きを妨げるディフェンスの技術であり、 表11．オフェンスでの読み

ちょうど「オフェンスで相手の動きを読む」こ

とと対峙する技術である。反比例の関係にあり、

ブラインドワークがオフェンスでもディフェン

スでもお互いに相手の動きを読むことに効果が

あることを示している。また、オフェンスで相

手の動きを読むことに効果的だと感じる者ほど、

ディフェンスがよくなったと感じる度合いが高

くなっていた。

７．ディフェンスへの影響

ディフェンスの技術を向上させるのに役立っ

たかどうかの設問に対して、「当てはまる」「や

や当てはまる」と回答した者は、ブロックアウ

ト（Q6）で 48%、ディナイ（Q8）で 42%、コ

ースチェック（Q18）で 58%、バンプ（Q10）
で 45%であった。

Q18「コースチェック」への回答別に他の設

問への回答の平均値を表 12に示す。

コースチェックの技術向上にブラインドワー 表12．コースチェック

クが役に立ったと感じる者ほど、「相手の逆襲を

うまくかわすことができる」(Q1）、「相手の中

心を感じとることができる」（Q2）、「シールの

技術を向上させる」（Q3）、「相手の動きを先取

りできる」（Q4）と感じる傾向が増している。

まとめ

調査結果より、以下のことが明らかになった。

(1)男子と女子の間で有意な差が見られたのは、

「自分は普段から他人の動きをよく観察する

方である」という設問で、男子にその傾向が

強かった。他の設問は男女において有意な差

はみられなかった。

(2)学年が進みブラインドワークの経験が増す

と、「目を瞑って手を合わせて動かされると

怖い」という設問で、「当てはまらない」傾
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向にある。

(3)目を瞑ることに対する恐怖感が軽減されるにつれ、「相手の逆襲をうまくかわすことが

できる」、「相手の中心をはっきりと感じることができる」、「相手をうまく動かせる方

だ」で「当てはまる」傾向にある。

(4)「バスケットボールは得意である」と感じるほど、恐怖感が軽減され、「相手の逆襲を

うまくかわすことができる」、「相手の動きを先取りできる」で「当てはまる」傾向にあ

る。

(5)「相手の中心をはっきりと感じとることができる」傾向が強い人ほど、恐怖感が軽減

される傾向にあり、「相手の逆襲をうまくかわすことができる」、「相手の動きを先取り

できる」、「相手をうまく動かせる方だ」で「当てはまる」傾向にある。これらのことが

「ディフェンスがよくなった」と感じることにつながっている。

(6)「オフェンスで相手の動きを読むのに効果的だ」と 55%が「当てはまる」「やや当ては

まる」と回答している。「ディフェンスがよくなった」と「ディナイの技術向上」との

間で関係性が認められた。

(7)ディフェンスの技術（コースチェック、ブロックアウト、ディナイ、バンプ）を向上

させるのに役立ったと思う人は約半数で、回答が２分された。コースチェックに役立っ

たと思う者は、「逆襲をうまくかわすことができる」、「相手の中心を感じとることがで

きる」、「相手の動きを先取りできる」と感じ、「シールの技術向上」との間で関係性が

認められた。

おわりに

自由記述欄に「はじめのうちは目をつぶって動かされるのが怖かったけど、段々なれて

きた」（２年女子）とあるように、ブラインドワークの 初は恐怖感を覚えるが、徐々に慣

れてきて恐怖感が軽減されてくる。恐怖感が軽減されないプレーヤーは、頭が下がってい

て背中が丸く、腰が引けた姿勢のままであるが、「 初は前のめりだったが、慣れてくると

前のめりにならなくなった」（２年男子）とあるように、徐々に上体が起き上がってくる。

頭と上半身が鉛直方向にすっと伸び、下半身が安定しているプレーヤーは、恐怖感を感

じることもなく、目を瞑っていても相手の中心をはっきりととらえることができるように

なる。そのことで、特にオフェンスの動きを妨げる「コースチェック」や「ディナイ」の

技術向上に効果があると感じるようになる。「頭が下がると意味がない。ちょうどオフェン

スのスタンスでやるといいと感じた」（４年女子）とあるように、ブラインドワークはオフ

ェンスにもディフェンスにも共通な基本姿勢５）を育成するのに効果的である。

「on ball」局面と「off ball」局面でのオフェンスとディフェンスの駆け引きに関わる技

術のうち、「コースチェック」と「オフェンスで相手の動きを読むこと」への効果を半数以

上の者が感じていた。相手と直接体を密着させる「シール」と「ブロックアウト」につい

ては、ブラインドワークの効果を感じる者は半数に満たなかったが、相手の中心をとらえ
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ることができるようになることで、相手との駆け引きにつながるものと考えられる。

今回の対象者は、年間６回程度と練習に取り入れている頻度が低かったが、もう少し頻

度を増すことによって、こうした駆け引きの感覚を研ぎ澄ます可能性を秘めている。アン

ケートにも「神経が研ぎ澄まされる感じがする」（２年女子）という記述や「相手の重心を

とらえたり、ゆさるぶのに効果的だと思う」（２年男子）という記述があった。

小学生のスポーツ教室の講師を担当したことのある学生は、小学生の初心者指導におい

てこの「ブラインドワーク」を実施した時を思い浮かべて、「小学生は意外と怖がらずにで

きていた」（３年女子）と記入している。「やりはじめた当初は少し怖かったが、やってい

くうちにだいぶ慣れてきた。子どもの頃からやるのはいいと思う」（４年男子）とあるよう

に、８～ 12才頃のゴールデンエイジを呼ばれる時期にこのブラインドワークを実施し、

基本姿勢を身につけさせることが重要である。今後は、このブラインドワークを小学生・

中学生・高校生にも実施し、その効果を検証したい。

注

１）Linda L. Griffin, Stephen A. Mitchell, Judith L. Oslin. 1997. Teaching Sport
Concepts and Skills: A Tactical Games Approach. Human Kinetics. Champaign, IL
U.S.A.
２）Jerry V. Krause, Don Meyer, Jerry Meyer. 1999. BASKETBALL Skills & Drills
(Second Edition). Human Kinetics. Champaign, IL U.S.A.
３）Federation Internationale de Basketball. 1997. A CONCISE DICTIONARY OF
AMERICAN BASKETBALL. YPSYLON. Warsaw. Poland.によると「Off the ball- away
from the ball」，「On the ball - 1. a defensive position against an attacking player with
the ball; 2.(sl.)alert(not necessarily looking at the ball」とあり、「ボールから離れるこ

と」であったり、「ボールを持っている攻撃者に対するディフェンスのポジション」として off
と onを使用している。「Off ball screen(coll.) - an offensive shield far away from the
team-mate possessing the ball」のようにボール保持者から遠ざかるスクリナーのことを

示す使い方や「On ball screen - a shield set for the team-mate with the ball」のように

ボール保持者に向かってセットされるスクリーンのことを示す使い方もある。日本では、

サッカーの影響が強く、ボール保持者を on ball man、ボールを持っていない人を off ball
man などと表現することがあり、on と off の使用法が混乱している。そこで筆者は、with
ball, without ball, on ball, off ballの概念を独自に整理した。

４）加藤敏弘・木村競・遠藤卓郎「こわばりの体感」茨城大学教育学部紀要（教育科学），53
号，2004，p.384．
５）日本バスケットボール協会編『バスケットボール指導教本』（大修館書店，2002），
pp.34-35．において、オフェンスとディフェンスに共通の構えとして解説されている。
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