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Abstract

の場合もある）の間で競うもの，と暫定的に定義

This article proposes a tentative definition of ball
sports and introduces several standpoints which enable
researchers to characterize a target ball sport in terms
of comparison among other interpersonal ball sports.

する．攻撃チームがこの到達を目指し，守備チー
ムはこれを阻止しようとすることによって，ゲー
ムの流れが形成される．
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このように，ボールのような対象物をめぐって
敵と味方に分かれて競う対人球技は三項関係的で
ある．これに対して，対象物のない格闘技などは

1. はじめに

二項（二者）関係の典型であるといえるかもしれ
ない．さらに，陸上競技や水泳など（の中で特に

高梨(2015)では，サッカーを対象として，
「究極
的には，攻撃側と守備側のすべての選手の時々

タイムや距離などを競うもの）は，他の選手との

刻々の動きは『ボールへの予測到達時間』，すなわ

間での直接的・身体的な競争がないという意味で

ち当該時点で自身がボールに到達するのにどの程

個人的（一項的）である．

度の時間・距離が必要だと予想されるかという変

ここでの定義により，ゴルフや砲丸投げのよう

数によってコントロールされて」おり，
「この変数

に，ボールは用いているものの，ある選手の目標

は身体の向きや足の届く範囲，移動速度などの身

到達を他の選手が直接的に妨害することができな

体的・物理的制約によって規定される」と述べた．

いものは対人球技からは除外される．また，新体

こうした身体的・物理的制約は対人球技ごとに異

操も，ボールの操作を伴うものの，特定の状態へ

なっていると考えられるが，ある特定の球技のみ

の到達自体が得点の機械的な条件となっていない

を分析対象としていると，当該球技のもつこれら

ため，除外される．

の性質を自明視した分析に陥りやすいため，時に

野球などのように，ある状態へのボールの到達

は現象学的還元のような機会が必要になる．そこ

は目指されているが，これが得点に間接的にしか

で，本稿では，ある特定の対人球技を分析対象と

関わらない（ヒットを打っただけでは得点になる

する際に，その特徴を事前にある程度明確化して

わけではない）ものもある．しかし，明確さの程

おくことに役立ちそうな，対人球技の比較のため

度は異なれ，得点につながりうる中間状態がある

の観点を提案する．

程度明示的に存在するという点はサッカーなどの
ゴールのあるゲームにも共通していると考えるこ

2. 対人球技の定義

ともできるかもしれない．

本稿では，
「対人球技」を，ボールやこれに類す

3. 大局的空間構造

る対象物（シャトルやパックなど）
（以下「ボール」
で統一）が 1 つだけあり，これがある状態に到達

本節では，選手とボールが含まれている空間の

することによって与えられる得点をチーム（1 人

もつ大局的な構造とその中での選手の空間配置に
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4. 大局的時間構造

ついて検討する．

本節では，選手がボールに関与することによっ

3.1 ゴール型とコート型

て生じるプレーが含まれている時間構造について，

まず，得点の定義に関して，
「ゴール型」ではボ

より大局的なレベルでの特徴を中心に検討する．

ールがゴール（またはエリア）に到達すると得点

4.1 ゲームの終了

になる（サーカー，バスケ，ラグビーなど）のに
対して，
「コート型」ではボールがコートに落ちる

ゲームの終了は，既定の得点数（バレー，テニ

か（バレー，バドミントン），コートに落ちたボー

スなど）やイニング数（野球やアメフトなど），時

ルを（規定のバウンド数以内に）返せないと得点

間（サッカー，ラグビー，バスケなど）への到達

になる（テニス，卓球）1．

によって定義される．ゲームの終了の仕方に応じ
て，次に述べる「セッション」や「フロア」とい

3.2 選手配置と人数

う，より下位の時間構造が規定されるようになる．

ゴール型とコート型の区分は，これに応じて，

4.2 ゲームの停止とセッション

2 チームの選手が空間内で「混在」するか「分離」
されているかかが変わってくるという点で，間合

多くの対人球技には，得点やサイドアウト，反

いにとっても重要な区分である（6.1 節）2．

則などによってプレーの流れが明示的に停止する

1 チームの人数が 1～2 名の「少人数」型か（テ

時点がある．こうした時点で区切られた一続きの
プレーを「セッション」と呼ぶことにする．

ニス，卓球，バドミントン）かより「多人数」か
（サッカーなど）という観点からは，コート型で

4.3 攻守の認定とフロア

は少人数型（テニス，バドミントンなど）と多人

野球やアメフトなどのように，攻守がイニング

数型（バレーボールなど）の両方が見られるのに

などによって明確に定義されるものを「トップダ

対して3，ゴール型では多人数型が圧倒的に多い．

ウン型」，バレーやテニスなどのように，ボール保

各チームに複数の選手が含まれている場合には，

持とコートの区分が一致するもの（3.1 節の「コ

選手間の空間的な位置関係やこれと密接に関連し

ート型」）を「交替型」，サッカーやバスケなどの

たチーム内での役割分化が重要になる（6.4 節）．

ように，攻守がボール保持から判断されるものの，

3.3 コート状態

ボール保持自体が常に明確とは限らず，両チーム
の選手が空間内に混在（3.2 節）しているものを

サッカーやラグビーなどは（主に屋外の）
「フィ
ールド」，バスケやバレー，ハンドボールなどは「床

「ボトムアップ型」と分類できる5．こうした各チ

上」，アイスホッケーは「氷上」
，水球は「水中」

ームの一回のボール保持区間のことを「フロア」

で行われる4．コート状態は選手やボールの移動に

と呼ぶことにする6．

関する特徴に直接的に影響する（第 5 節）．

なお，攻守の交替（フロア）がセッション（4.2
節）の境界と一致するのは野球などのごく少数の
ものに限られ，逆に多くの対人球技ではセッショ
ンの最中でのフロアの交替がある．

Baseball という名称からも分かるように，野球の得
点は走者の本塁への到達によって定義されるが，この点
とある状態へのボールの到達との間の関係は間接的か
つ複雑である．
2 この分類ではラグビーはゴール型だが，
オフサイドと
いうルールの存在によって，両チームがラインによって
空間的にほぼ区切られる強い傾向が生じる．
3 ただし，6.3 節で指摘するように，バレーボールはコ
ート型の中では例外的なものかもしれない．
4 テーブルと床という二重構造があるという点で卓球
は特殊である．
1

5

ただし，アメフトはトップダウン型であると同時に，
ターンオーバーなどが可能であることからも，少なくと
も部分的にはボトムアップ型でもあるといえる．
6 高梨&関根(2010)では，サッカーにおける各選手のボ
ール保持区間を会話における「ターン」とのアナロジー
でとらえることにしたため，各選手のボール保持区間
（＝ターン）のチーム内での連続によって生じるチーム
のボール保持単位のことは「発言権」を意味する「フロ
ア Floor」で表現することにする．
12
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5. 選手とボールの個別的な動き

ィールドや床上で行われるその他の球技はこれら

本節では，空間的（第 3 節）および時間的（第

の中間程度である．

4 節）な大局的構造の中での選手とボールとの関

ただし，球技はボールを操作するものであるた

わりについて，対人的な側面は考慮せずに，二項

め，重要なのは選手の移動の絶対的な速度ではな

関係的に考察する．

く，ボールスピードとの間の相対的な関係である．
ある特定の対象球技だけで考えていると，ボール

5.1 ボール操作方法

スピードは自明のものとなってしまうが，間合い

ボール操作が主に素手（バレー，バスケ）
，足（サ

にとってボールスピードは決定的に重要である．

ッカー），ラケットなどの道具（テニス，卓球，バ

ある球技のボールスピードが例えば 2 倍や 1/2 倍

ドミントンなど）で行われるという区別がある．

などになったとしたら，選手の移動やボール操作

ラケット型ではボールという対象物をラケットな

にどのような劇的な変化が生じる可能性があるか

どの道具で操作するというより複雑な動作が必要

を想像してみるとよいだろう．

になる．また，ラケット型にはコート型のものが

6. 議論：三項関係と間合い

多いが，ホッケー（アイス，フィールド）やラク
ロスなどのように，ゴール型のものもある．

以上で導入した観点に基づき，本節では，複数
の選手とボールとの間の三項関係という観点から，

5.2 ボール操作方法と移動手段

さまざまな対人球技における間合いの性質につい

ボール操作方法と 3.3 節のコートの種類の組み

ての比較を試みる．

合わせから，ボール操作と移動の身体的な兼ね合

6.1 敵選手との身体接触

いが生じる．例えば，どちらもゴール型かつ多人
数型であるものの，バスケットボールでは，ボー

コート型では敵と味方の選手が身体接触するこ

ル操作は手，移動は足で行われるのに対して，サ

とはほとんどないのに対して，ゴール型ではコー

ッカーでは，移動に加え，主なボール操作も足で

ト内に両チームの選手が混在するため（3.2 節），

行われる．

敵と味方の選手の間での身体接触が生じる．この

なお，選手の個々の移動は，敵選手との身体接

身体接触としてどのような範囲のものが許容され

触の有無や相手選手のボールへの直接的な関与，

るかは，サッカー，ラグビー，アメフト，バスケ，

フロア内での他の味方選手のボールへの関与など

アイスホッケーなどでそれぞれ異なっている8．

の有無に応じて（第 6 節）
，球技の種類ごとに異

6.2 攻守選手のボールへの関与

なる基準で判断されていると考えられる．

得点の定義（3.1 節）がゴール型の球技の多く

5.3 ボールと選手の移動スピード

のものは，攻守の認定（4.3 節）ではボトムアッ

ボールスピードは野球や（特にアイス）ホッケ

プ型に分類され，攻守のどちらのチームの選手も

ーでは速く，サッカーやラグビーなどは遅い方で

ボールに直接関与（接触）できる．対照的に，得

ある．一般的に，ボールが小さいものや道具を使

点の定義がコート型のものは攻守の定義が交替型

うものほどスピードが速いという傾向があると考

になる傾向にあり，ボールに直接関与できるのは

えられるが7，コート状態との関係もある．

攻撃側のみとなる．

また，コート状態は選手の移動速度を規定する

ボールへの予測到達時間（第 1 節）の観点から

要因でもある．例えば氷上で行われるアイスホッ

は，予測到達時間が敵味方の選手間で直接的かつ

ケーでは速く，水中で行われる水球では遅い．フ

相対的に競われる三者関係的なものとなるのは前

7

さらに，アイスホッケーは氷上であるため，パックが
初速以降ほぼ等速で移動するのに対して，羽によって空
気抵抗を増やしているバドミントンのシャトルでは，初
速以降急速に減速するといった特徴も見られる．

8

さらに言えば，身体接触が激しいアメフトやアイスホ
ッケーでは防具が着用されるため，これが身体移動やボ
ール操作に影響を及ぼすという側面も生じる．
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者のゴール型かつボトムアップ型の球技であり，

きる味方選手の人数にも制限がないものが多い9．

逆に，後者のコート型かつ交替型のものでは，ボ

1 フロア内で複数の味方選手がボールにタッチで

ールへの予測到達時間は攻撃側の選手についての

きるということは，対象物であるボールをめぐる

み，
「到達できるか否か」という意味での二者関係

三項関係が敵選手との間だけでなく，味方選手同

的な問題となる．

士の間でも形成されるようになるということであ
る（典型はパス）10．

ただし，コート型の球技では，テニスのシング
ルスを例にとるならば，ある選手 A がボールに到

6.4 選手間の役割分化

達する時点までは自身のボールへの到達時間が問

1 つのフロア内で複数の選手がボールタッチす

題であるのに対して，ひとたびこれを返す段階に

る可能性のある多人数型の球技（6.3 節）では，

なると，今度は自身が打ち返したボールに敵選手

チーム内での複数の選手の間にポジションなどの

B が到達できるかどうかが焦点となるため，両選

役割分化が見られることが多い．

手のボールへの到達時間の問題が（ゴール型のよ

チーム内での役割分化は，敵選手との身体接触

うに）同時にではなく，交互に生じているという

や敵選手のボールタッチがあるため，敵選手と自

見方の方が適切かもしれない．このように考える

身の間でのボールへの到達時間を競うことが肝要

ならば，サッカーのような敵選手のボールへの接

になるサッカーやバスケットボールなどと，これ

近・接触がある球技の中でも，例えば攻撃チーム

らのないバレーボールや野球とでは，異なる要因

のパスをカットしようとする守備選手やシュート

によって決まってくると考えられる．

を防ごうとするゴールキーパーなどは，敵選手の

また，こうした役割分化は，コート内でのボー

ボールへの到達との間での三項関係的な競争では

ルと選手の移動スピードに規定される側面の大き

なく，自身がボールに到達できるか否かという二

い，チーム内での選手間の局所的な「入れ替わり

項関係だけが焦点となっていると考えることもで

可能性」とも関わっている．例えば，サッカーで

きるかもしれず，その場合，コート型とゴール型

はサイドバックの選手が前線の選手を追い越して

の差異はより相対的なものとなる．

オーバーラップし，相手ゴールに迫ることが比較

さらに位置づけが複雑なのは野球である．野球

的容易に可能だが，野球においてファーストゴロ

では，打撃の際の打者とボールとの関係と捕球の

をレフトがとるということはほとんどありえない．

際の野手とボールとの関係という 2 種類の二者関

ポジションごとに必要な適性（セッションやゲー

係的な到達時間に加えて，野手による捕球などの

ムという単位を超えた長期的な入れ替わり可能

ボール操作は走者の塁への到達との間での時間比

性）はこうした 1 セッション内での局所的な入れ

較という間接的な三項関係にも組み込まれている．

替わり可能性が低い（入れ替わりが間に合わない）

6.3 味方選手同士の間合い

球技ほど分化しやすいのではないかと考えられる．

ボールへの予測到達時間に関する 6.2 節での区
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