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大学男子トップレベルのバレーボールの試合における失点についての研究
～タイミングとシチュエーションに着目して～
安部

祐馬

キーワード：バレーボール，失点，タイミング，シチュエーション
The Research on Conceding Points in Elite Level Male Collegiate Volleyball Games
: Focusing on Timings and Situations.
Yuma Abe
Abstract
It can be said that the goal in a volleyball game affects the gains and losses of the set.
There are various types of goals, and it is thought that each type has a large or small
impact. There are many previous studies explaining that the goals of various skills affect
the gains and losses of the set. Most of them are studied by skill or throughout the set.
From the above, I thought that it was necessary to consider the timing of conceding goals
in the early, middle, and final stages, and the situation when there was a serve right and
when there was no serve right. The purpose of this study was to clarify the type of goals
scored and the effect on the gains and losses of sets in volleyball games by timing and situation.
In this study, we targeted the All Japan Intercollegiate 2001-2018 final and semi-final
third place playoffs. A total of 256 sets were targeted, with a total of 36 games and 128
sets divided into winning teams and losing teams. Using the discriminant function, we
investigated the effects of the gains and losses of the set by dividing it into goals for the
entire set, early stage, middle stage, final stage, serve, and reception.
The effect on the profit and loss of the set is large in the order of blocked, spike miss,
spike point, serviced ace, and serve miss. The impact of a goal in the early stages of the
set on the gains and losses of the set is greater in the order of blocked, serviced ace,
spike miss, broken spike point, and serve miss. The impact of a goal in the middle of
the set on the gains and losses of the set is greater in the order of blocked spike misses,
spiked points, and serviced ace serve misses. The impact of a goal at the end of the set
on the gains and losses of the set is greater in the order of blocked, spike point, spike
miss, service ace, and serve miss. It is not possible to predict the outcome of a set based
on the goal at the time of serving. The impact of losing points at the reception on the
gains and losses of the set is greater in the order of blocked, spiked points, spike misses,
and serviced ace.
Key words: Volleyball, Conceding Points, Timings, Situations
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Ⅰ．序論

また，佐藤 10） は「レセプション失点率

１．研究背景

は試合結果に影響する有意な説明変数であ

バレーボールは相手よりも先に 25 点を

る」と述べている．原田 18）は「世界男子チー

取るとセットを取得できるというルールで

ムではサーブ失点率では 13％から 14％が

あり，それを一般では最大 5 セット行い，

勝利できる限界」と述べている．このこと

先に 3 セット取ったチームが勝利となる．

から，サーブの失点，レセプションの失点

ルールから分かるように，相手よりも多く

も勝敗に影響していると考えられる．この

得点を取るということが重要であるといえ

ように，様々なスキルの失点が勝敗に影響

る．逆に，相手に得点をあたえてしまう，

していることを説明している先行研究は多

失点をしない，ということも重要である．

くある．その多くはスキル別や 1 セット全

蔦宗

15）

も「バレーボールゲームはミスゲー

体を通して研究されていることがほとんど

ムであり，ミスへの対処方法が重要である」

である．しかし，高根 13） は「高校静岡県

と述べている．このことから，バレーボー

大会レベルでは序盤でリードしたチームが

ルの試合で失点はセットの得失に影響を与

比較的高い確率でそのまま勝利する傾向が

えているといえる．しかし，失点にも様々

みられた．」と述べている．また，箕輪 22）

な種類があり，秋山 1）は「バレーボールの

は「レセプションからの攻撃で得点する

ゲームは様々な技術項目が関連して構成さ

ファーストサイドアウト能力とサーブから

れており，それが勝敗として表れる．その

の攻撃で得点するブレイク能力が重要」と

技術項目によっても，勝敗の影響の大小が

述べている．このことから，1 セット全体

ある」と述べている．このことから，失点

での失点の影響を考えることだけではな

の種類にも勝敗の影響の大小があるのでは

く，序盤，中盤，終盤の失点のタイミング

ないかと考えられる．この研究は失点とい

や，サーブ権がある時とサーブ権がない時

うラリーの結果のみに着目して研究してい

のシチュエーションに分けて考える必要が

く．

あると考えた．
1）

は「大学のトップレベルにおい

本研究は，バレーボールの試合の，失点

て勝敗に強く関係するデータはトータルア

の種類と勝敗への影響をタイミング別，シ

タック効果率である」と述べている．さら

チュエーション別に分けて明らかにするこ

秋山

9）

に，Gordon Mayforth や平馬

20）

は「ナショ

とを目的とした．

ナルチームや国内リーグも同様でアタック
効果率が相手の数値を上回ると 90 パーセ

Ⅱ．研究方法

ント以上の確率で勝利する」と述べており，

１．対象試合

スパイク効果率と勝敗の関係性は強いこと

本研究では試合のレベルを同等にする

を表している．スパイク効果率は，

ために，過去に放送された全日本インカレ

※スパイク効果率＝（スパイク決定本数－

2001 年～ 2018 年の決勝戦・準決勝・3 位

（スパイクミス本数 + スパイク被ブロッ

決定戦を対象とした．その中でも，放送さ

ク本数））÷スパイク総打数

れ，正確に録画・収集できた，計 36 試合，

で表されることから，勝敗にはスパイク

128 セットを勝ちチームと負けチームに分

の失点と被ブロックの失点，被スパイクポ

けた延べ 256 セットを対象とした．5 セッ

イントによる失点が関係していると考えら

ト目は 15 点で終了するため対象外とした．

れる．
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２．収集方法

を使用した．サーブ権がある時の失点の分

過去に放送された，全日本インカレの試

析はグループ化変数を勝敗とし，独立変数

合を DVD に録画したものを後日，再生し

にスパイクミス・被ブロック・サーブミス・

て調査項目を収集した．

被スパイクポイントを使用した．サーブ権
がない時の失点の分析はグループ化変数を

３．調査項目

勝敗とし，独立変数にスパイクミス・被ブ

本研究における調査項目は，「対戦チー

ロック・サービスエース・被スパイクポイ

ム」，「勝敗」，「自チーム失点時の点数」，

ントを使用した．有意水準は 5％とし，判

「サーブ権の有無」，「自チームの失点の種

別係数を出す．

類（相手チームの得点ともいえる）」，の 5
Ⅲ．結果

項目とした．

１．セット全体の結果

この調査項目を，１セットずつ収集し，
「セット全体」，「セットの序盤」，「セット

表 3‒1‒1 の構造行列はそれぞれの失点

の中盤」，「セットの終盤」，「セット全体の

がセットの得失を予測する線形判別係数で

サーブ権がある時」，「セット全体のサーブ

ある．すなわち，この結果得られた，判別

権がない時」の 6 項目

13）22）26）

に分けて，

関数は Z ＝被ブロック＊ 0.579 ＋スパイク

自チームの失点の種類ごとに本数を集計し

ミス＊ 0.379 ＋被スパイクポイント＊ 0.327

た．

＋サービスエース＊ 0.264 ＋サーブミス＊

自チームの失点の種類は「スパイクミス

－ 0.019 と表現できる．これによって求め

（ネットミス，ラインオーバー，）」
「被ブロッ

られた Z が大きければ，失セットに近づく．

ク」「サーブミス（ネットミス，ラインオー

したがって，係数が大きければ大きいほど，

バー，オーバータイムズ）」「サービスエー

Z の変動が大きくなることから，セットの

ス（被サーブポイント）」「被スパイクポイ

得失に影響を与えている失点は，被ブロッ

ント，
（ディグミス，ブロックアウト，タッ

ク・スパイクミス・被スパイクポイント・

チアウト）」の 5 項目に分けて収集した．

サービスエース・サーブミスの順であると
考えることができる．

４．統計処理
統 計 分 析 処 理 に は，IBM SPSS for
Windows Vresion 25（IBM 社製）を用いて，
分析を行った．
基礎統計で，最小値，最大値，平均値，
標準偏差を「セット全体」，
「セットの序盤」，
「セットの中盤」，「セットの終盤」，
「セッ
ト全体のサーブ権がある時」，「セット全体
のサーブ権がない時」に分けて出す．

表 3‒1‒1
セット全体の構造行列

判別関数を使用し，1 セット全体の失点・
序盤の失点・中盤の失点・終盤の失点の分

２．セット序盤の結果

析にはグループ化変数を勝敗とし，独立変
数にスパイクミス・被ブロック・サーブミ

表 3‒2‒1 の構造行列の結果，セットの

ス・サービスエース・被スパイクポイント

得失に影響を与えているのは，被ブロック・
3
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サービスエース・スパイクミス・被スパイ
クポイント・サーブミスの順であると考え
ることができる．

表 3‒4‒1
セット終盤の構造行列

５．セット全体のサーブ権がある時の結果
表 3‒5‒1 の線形判別関数の Wilks のラ

表 3‒2‒3
セット序盤の構造行列

ムダより，線形判別係数は有意であること
（p ＜ .05）が認めらなかった．よって，表

３．セット中盤の結果

3‒5‒6 で得られた線形判別係数は有意で

表 3‒3‒1 構造行列の結果から，セット

はなく，4 つの項目ではセットの得失を予

の得失に影響を与えているのは，被ブロッ

測できる判別係数は得られなかった．

ク・スパイクミス・被スパイクポイント・
サービスエース・サーブミスの順であると
考えることができる．
表 3‒5‒2
サーブ権がある時の線形判別関数の Wilks のラムダ

６．セット全体のサーブ権がない時の結果
表 3‒6‒1 の構造行列の結果から，セッ
トの得失に影響を与えているのは，被ブ
ロック・被スパイクポイント・スパイクミ
ス・サービスエースの順であると考えるこ

表 3‒3‒2
セット中盤の構造行列

とができる．

４．セットの終盤の結果
表 3‒4‒1 の構造行列の結果から，セッ
トの得失に影響を与えているのは，被ブ
ロック・被スパイクポイント・スパイクミ
ス・サービスエース・サーブミスの順であ
ると考えることができる．
表 3‒6‒1
サーブ権がない時の構造行列
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Ⅳ．考察

しないということから，序盤は失点を恐れ

１．1 セット全体の考察

ず，サービスエースをとるような攻めた

被ブロック，スパイクミス，被スパイク

サーブを打つことがよいと考えられる．

ポイントがセットの得失に大きく影響を与
３．サーブ権の有無による考察

えている 3 つの項目であることから，スパ
イク効果率がセットの得失に最も関係して

サーブ権がある時の項目はほぼセットの

いることが関係していると考えられる．秋

取得に影響を与えていなかった．よって，

山ら

1）

9）

Gordon Mayforth 平馬

20）

よって，

サーブ権があるときは失点を恐れず点数を

スパイク効果率を上げる練習が必要であ

とりにいくことが重要だと考え，このタイ

る．

ミングが最も選手が失点へのプレッシャー

被ブロックとスパイクミスが増えると，

を感じずにプレーできるタイミングといえ

負ける確率を上げてしまう要因の上位 2 つ

る．

だということは，相手に被ブロックとスパ

サーブ権がないときは失点をしないよう

イクミスの失点をさせれば，セット取得す

に得点することが重要であり，このタイミ

る確率を上げることが出来るともいえる．

ングが最も選手に失点のプレッシャーがか

ブロックはスパイクをシャットアウトし，

かるタイミングだといえる．箕輪

点数を取る技術であるが，相手スパイカー

セプションからの攻撃で得点するファース

にプレッシャーを与え，スパイクミスを誘

トサイドアウト能力が重要」ということに

発させる効果もあるため，ブロックの技術

も関係していると考えられ，サイドアウト

向上が必要だと考えられる．小川ら

7）

22）

の「レ

能力の強化が必要であると考えられる．

被ブロックが 1 番セットの得失に影響を
Ⅴ．まとめ

与えていることから，被ブロックを増やさ
ない為にブロックフォローやブロックをさ

バレーボールの試合の，失点の種類と

れないようにするためのスパイクを打つ練

セットの得失への影響をタイミング・シ

習が必要である．

チュエーション別に分けて検討した結果，
次のような結論が得られた．

２．セットの序盤・中盤・終盤の考察

セット全体の失点でセットの得失に与え

中盤・終盤は，スパイク効果率に関係

る影響は，被ブロック・スパイクミス・被

している，項目が失セットとなる影響が大

スパイクポイント・サービスエース・サー

きかった．また，被ブロックの次にどちら

ブミスの順で大きい．

も被スパイクポイントがセットを取得され

セット序盤の失点でセットの得失に与え

る確率を上げる要因だといえることから，

る影響は，被ブロック・サービスエース・

セットの中盤から終盤にかけては相手のス

スパイクミス・被スパイクポイント・サー

パイクをポイントにさせないことが重要だ

ブミスの順で大きい．

と考えられる．

セット中盤の失点でセットの得失に与え

序盤は中盤や終盤と違い，サービスエー

る影響は，被ブロック・スパイクミス・被

スの失点の数値がスパイクミスよりも高い

スパイクポイント・サービスエース・サー

ことから，セットの序盤は，特にサービス

ブミスの順で大きい．

エースを取られない工夫が必要だといえ

セット終盤の失点でセットの得失に与え

る．逆に，サーブミスはセット得失に影響

る影響は，被ブロック・被スパイクポイン
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ト・スパイクミス・サービスエース・サー

5）遠藤俊郎（2007）バレーボールのメン

ブミスの順で大きい．

タルマネジメント．大修館書店

サーブ権がある時のセットの得失で勝敗

6）太田洋一，射延友季，三橋俊文（2015）

を予測することはできない．

バレーボール競技におけるブロックと

サーブ権がない時の失点でセットの得失

セット取得との関係．健康医療科学研

に与える影響は，被ブロック・被スパイク

究，第 5 号：p1-8

ポイント・スパイクミス・サービスエース

7）小川宏，黒後洋（2005）ラリーポイン

の順で大きい．

ト制によるバレーボールゲームの勝利

セット全体・序盤・中盤・終盤・サー

確率について，バレーボール研究，第

ブ権のない時の結果，全てで被ブロックの

7 巻：第 1 号：p7-13

セットの得失への影響が高いことから，ブ

8）小川良樹（2007）相手にミスをさせる．

ロックの強化が必要だということが明らか

Coaching ＆ Playing Volleyball 48 号：

になった．

p17-18

セット全体・序盤・中盤・終盤・サー

9）Gordon Mayforth（2012）統計データ

ブ権のある時の結果，全てでサーブミスの

から見るサーブとレセプションの重要

セットの得失への影響が低いことから，最

度．Coaching ＆ Playing Volleyball 82

も勝敗に関係しない失点はサーブというこ

号：p12-15

とが明らかになった．

10）佐藤文彦，渡辺啓太（2015）バレーボー
ルにおけるレセプションが試合の結果
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