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第１章 はじめに 

1.1 研究の背景 

 ⽇本におけるバスケットボールの競技⼈⼝はおよそ 600 万⼈と⾔われている 1)．近年では

⽇本にもようやくプロリーグが設⽴され，サッカーや野球のようにメジャースポーツとし

て確⽴されつつある．そのため⼩中⾼校，大学⽣の具体的な将来の目標として「プロバス

ケットボールプレーヤー」という選択肢も加えられ，それを目指すために早い段階からバ

スケットボールをやりたいと考える⼈が多くなってくると予想される． 

 しかし，それに反して⽇本では，他の競技に⽐べてバスケットボールをプレーするのに

適した環境（特に指導者の有無）が圧倒的に少ないのが現状であり，バスケットボールを

やりたくてもきちんとした指導者がいないために質の⾼い練習ができない，もしくはバス

ケットボール部そのものが存在しないためにバスケットをやりたくてもできないという⼈

も多いと思われる．筆者が所属する大学のバスケットボール部も設⽴時から専任のコーチ

が不在という状況が続いており，練習メニューなどは代々受け継がれてきたものを毎回同

じように繰り返したり，もしくは所属するプレーヤーがそれまでに経験してきた練習（ド

リル）を⼀時的に取り⼊れたりといったように，しっかりと目標を⾒据えた練習計画を⽴

てていたとは⾔えなかった． 
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1.2 研究の目的 

そこで，こういった環境の不備を改善するため，本研究では特にコーチングの⽀援に重

きを置き，指導者が不在のチームでバスケットボール経験者（選⼿，マネージャーなど）

ではあるがコーチ経験のない⼈がチームの⻑期的な練習計画を⽴案する際に，その⽴案を

⽀援することを目的とした． 

この⽅針から，本研究ではバスケットボールのコーチングを⽀援する EPSS を開発した．

コーチを育成するためのシステムではなく，利用者が初⼼者として以上のコーチングを⾏

うための⽀援システムという位置づけをし，設計・開発を⾏った．EPSS について次で述べ

る． 



 7 

第２章 ⽴案⽀援に関する分析 

2.1 EPSS に基づく設計 

2.1.1 EPSS について 

EPSS（Electric Performance Support System）とは，他⼈からの最⼩限のサポートで⾼

いレベルのジョブパフォーマンスを可能にするための，統合された，情報へのオンデマン

ドアクセス，道具，⽅法を提供する，電⼦的なシステムである．EPSS の特徴は⼀般に，(a)

コンピュータベースである，(b)タスク中にアクセスできる，(c)仕事しながら使える，(d)作

業者がコントロールできる，(e)事前トレーニングの必要性を縮⼩する，(f)容易に更新でき

る，(g)情報へ素早くアクセスできる，(h)不適切な情報を含まない，(i)ユーザに異なるレベ

ルの知識を許容する，(j)異なる学習スタイルを許容する，(k)情報，アドバイス，学習経験

を統合する，(l)⼈⼯知能が使われる，と⾔われている 2)7)8)． 

 EPSS は，オンライン書類・職務内容情報・過去の事例データベースなどの検索可能な情

報データベース，職務を遂⾏する直前にリハーサルができる学習経験機能，職務遂⾏時に

アシストしてくれるコーチング・ヘルプ機能，意志決定をサポートしてくれるアドバイザ

機能，職務毎にカスタマイズされたテンプレートや書式付のワープロ・表計算などの応用

ソフトウェアなどから構成することができる．1990 年代に EPSS は⽶国の大企業を中⼼に

広く採用され，経験の浅い（あるいは新しく採用された）従業員が，最低の研修で（ある

いは研修なしで「初⽇から」），誰にも教えてもらうことなしに，経験者並に職務が遂⾏で

きるような環境を整えることを目指してきた．良い EPSS があれば，職務を遂⾏するために

必要となることがすべて，その場で（ジャストインタイムに）提供されることになる． 
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2.1.2 EPSS に基づく機能の設計 

 本システムではコーチ経験のない⼈のコーチングを⽀援することを目的とするため，

EPSS の機能から必要であると考えるものをピックアップし，それらをシステムへ適用する

べく設計を⾏った． 

通常コーチが練習メニューを作成する際には，練習を⾏う⽇の練習時間や現在のチーム

状態，ドリルの検討，⻑所を伸ばすべきか短所を改善すべきか，また各コーチ特有の⽅針

など様々な要因を考慮しながら⾏う．しかしながら，これをコーチ初⼼者が⾏うには，熟

練のコーチが持ち最大の判断材料となるコーチとしての経験が絶対的に⾜りない．コーチ

初⼼者のコーチングが難しい原因はこのノウハウの蓄積による判断ができないことである

と本研究では捉え，コーチ初⼼者の経験不⾜という問題を解決するため，システム側で経

験を必要とする判断材料を提⽰し，それを使ってユーザが計画の⽴案を⾏うという形を取

ることとした． 

 そして，判断材料となる情報として，コーチ初⼼者が持ち得ない量のドリルのデータ，

⻑期的な練習計画を⽴てる上で必要となるスケジュール，スケジュールに基づいた各練習

⽇の最適な練習メニュー，ユーザが練習内容を評価したデータを提⽰する．あくまでシス

テム側はこれらの情報を提⽰するのみで，最終的にユーザがこれらの情報からどのような

練習メニューを作成するかはユーザ自⾝に委ねることとする． 

 上記の中から本システムに必要だと考えられる次の３つを適用することとする． 

� オンライン書類の情報データベース 

� 職務遂⾏時にアシストするコーチング・ヘルプ機能 

� 意志決定をサポートするアドバイザ機能 
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まず，オンライン書類の情報データベースとして，本システムで練習メニューを作成す

る際のユーザに提供するドリルの詳細とテキストを提供する．テキストは図と説明により

ドリルの練習⽅法，ドリルの目的，指導者の視点，プレーヤーの指針などが詳しく書かれ

ている． 

職務遂⾏時にアシストするコーチング・ヘルプ機能として，ユーザが⻑期的な練習計画

を⽴案する際，スケジュール表で視覚的に⽴案を補助する機能，また計画の⽴案に基づい

た個々の練習メニューを作成する際に，その作成を補助する機能を設計する． 

意志決定をサポートするアドバイザ機能には，練習計画を基礎・応用・実戦の 3 期に分

け，それに応じてスケジュール表を 3 ⾊に⾊分けする機能，また練習メニューを作成する

機能の中に，⽴てられた練習計画の内容に応じて，データベースに登録されたテンプレー

トの中から最適なアドバイスを抽出してユーザに提供する機能を設計する． 
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2.2 ドリルの分析 

2.2.1 採用するドリルの選択 

 本システムでユーザが練習メニューを作成する際に，システム側で提⽰するドリルの検

討・選択を⾏った． 

 選択の際には，⼀般的にバスケットボールのドリルが掲載されているハウツー本を数種

類⽐較した．その中でも「エンデバーのためのバスケットボールドリル」は，最も掲載し

ているドリルの数が多く，かつそれらのドリルについて「ドリルの目的」「ドリルの⼿順」

「Teaching Point」「Player’s will」といった項目についての解説が詳細であったため，そ

の殆どである 114 種類のドリルを引用し，データベースへの登録を⾏った 3)4)5)． 
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2.2.2 ドリルの分類・体系化 

本システムでは，EPSS に基づく機能の他に，チームの練習内容を評価し，その結果を蓄

積・表⽰する機能を設計した．データとして蓄積する練習内容の評価⽅法を検討した結果，

ユーザによる「コーチとして自分のチームを自⼰評価」という⽅法を採ることとし，その

際に評価の項目となる，各ドリルに設定されている 2〜10 個の「ドリルの目的」の分類・

体系化を⾏った． 

まず，114 種類のドリルを，「基礎を固める時期に重点的に⾏うべきドリル」「応用を重

視する時期に⾏うべきドリル」「実戦的な練習を重視する時期に⾏うべきドリル」の３つに

分類した．その上で，それらの分けられたドリルについて「ストップ＆ステップに関する

ドリル」「ドリブルに関するドリル」など，ドリルとしての便宜的な分類を⾏った．その⼀

例を表 1 に⽰す． 

表表表表    1111    ドリルドリルドリルドリルのののの分類分類分類分類    
ドリル名 分野 カテゴリ 
シェービング・ドリル 基礎 ストップ＆ステップ 
2 対 2 ギブ＆ゴーの攻防 応用 2 対 2 の攻防 
ドリブル・アクセラレーション・ドリル 実戦 アウトレット・プレー 

 

また，これらのドリル⼀つ⼀つには，「ドリルの目的」という，各ドリルを練習するに当

たっての達成すべき項目が設定されている．ドリルの分類を⾏ったのち，これらの「ドリ

ルの目的」についても，同様に分類を⾏った．ドリルの目的は全部で 481 項目あり（内容

の重複を含む），これらを独自に設定した「ストップ＆ステップ」「シュート」「オフェンス」

など，バスケットボールにおける強さの要素になる 10 のカテゴリに振り分けた．10 のカ

テゴリを表 2 に，振り分けの例を表 3 に⽰す． 
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表表表表    2222    カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリのののの詳細詳細詳細詳細    
カテゴリ名 所属 

項目数 
備考 

ストップ＆ステップ 19 ボールのミート，またボールを保持している状態からの
⾜運びに関する目的が所属 

パス 38 パスそのものの技術などの関する目的が所属 
ドリブル 27 ドリブルのスキル，またハンドリングのスキル習得に関

する目的が所属 
視野の広さ・判断⼒ 82 自分が次に⾏うプレーを決定する際の判断⼒やそれに伴

う視野の育成に関する目的が所属 
リバウンド 25 リバウンドのスキルに関する目的が所属 
コート上での動き 77 フォーメーションに伴うカットそのものやポジション取

りに関する目的が所属 
シュート 39 シュートのスキルに関する目的が所属 
ディフェンス 97 ディフェンスのスキル，フットワークに関する目的が所

属 
オフェンス 50 オフェンスのフォーメーションやファストブレイクに関

する目的が所属 
チームワーク 27 ディフェンスでのコミュニケーションやオフェンスでの

合わせなどに関する目的が所属 

表表表表    3333    ドリルドリルドリルドリルのののの目的目的目的目的のののの分類分類分類分類例例例例    
ドリルの目的 設定されたドリル カテゴリ 
基本的なストップ＆ステップの習得 シェービング・ドリル ストップ＆ステップ 
ディフェンスの状況判断とステップの
選択 

シェービング・ドリル 視野の広さ・判断⼒ 

空間へのパスの感覚養成 シェービング・ドリル パス 

このように評価項目をシステム側で分類し，ユーザの評価内容をカテゴリ別に蓄積する

ことで，ユーザにその結果を表⽰する際にチームの⻑所と短所がより明確化するように

した． 
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第３章 システムの設計・開発 

3.1 システムの設計⽅針 

 ユーザのコーチングを⾏うための⽀援として，主にドリルのデータベース，⻑期的な練

習スケジュールと練習メニューの提⽰を⾏う EPSS を開発する．提⽰するドリルは「エンデ

バーのためのバスケットボール・ドリル」から 114 種類を引用し体系化を⾏った．この分

析に基づき，ユーザが⼊⼒し蓄積されたチームの練習内容に関する評価データを視覚的に

フィードバックし，システム側で予め用意してあるアドバイスに加えユーザの判断材料と

して提⽰する． 

本システムの開発には，サーバアプリケーションとして Apache1.3.33 を，開発⾔語と

して PHP4.3.1 と JavaScript，データベースには MySQL4.2.0 を使用した． 

 動作環境として，Mozilla FireFox2.0 以上を保証する． 
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3.2 システムの構成 

 本システムは大きく 3 つの機能から構成される．ユーザの練習メニュー作成を⽀援する

「練習メニュー作成⽀援機能」，ユーザのメニュー作成を⽀援する「作成時アドバイス機能」，

ユーザが⾏われた練習について評価した後，その評価内容を蓄積・表⽰する「データ蓄積

表⽰機能」である． 

 システムの構成図を図 1 に⽰す．ユーザは初回ログイン時に，普段の⼀回の練習時間，

チームの状態をピークに持っていく⽇となる目標⽇，前章で述べたドリルの目的について

分類された 10 のカテゴリの目標値を⼊⼒する．⼊⼒が完了すると，まずはチームの現在の

実⼒を計るため，システム側から提⽰されたメニューをユーザのチームにこなしてもらう

（このメニューはユーザの⼊⼒した情報には影響されず，常に固定）．そのメニューをこな

した後，ユーザはメニューに含まれている各ドリルの「ドリルの目的」について，コーチ

の視点から達成できていたかを評価し，システムにその内容を⼊⼒する．システムは⼊⼒

されたデータから，システムのトップページにレーダーチャートグラフと，10 のカテゴリ

についての現在の達成率を表⽰する． 

 ユーザはスケジュール画⾯からメニュー作成アイコンをクリックし，練習メニュー作成

画⾯にてメニューを作成する．練習メニュー作成画⾯ではメニューを作成する⽇にちに最

適なメニューをデータベースのテンプレートから抽出し，ユーザに提⽰するので，ユーザ

はアドバイスを受けながらメニューを作成していくことになる．作成したメニューに基づ

いてユーザは練習を⾏い，初回と同様に練習の内容を評価し，システムに⼊⼒する．そう

することでトップページのレーダーチャートと達成率の値が変化していくので，ユーザは

目標⽇までメニューに含まれている「ドリルの目的」を少しでも多く達成できるように，

練習と評価を繰り返していくこととなる． 
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図図図図    1111    システムシステムシステムシステム構成図構成図構成図構成図    
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3.3 主要機能の設計 

3.3.1 練習メニュー作成機能 

 練習メニュー作成機能とは，ユーザが⼀回分の練習メニューの作成する作業を⽀援する

機能である．練習メニューとは「どんなドリルを」「どの順番で」「どれだけの時間」⾏う

かを考えることが必要であり，この作業を⽀援するために図 2 のようなインターフェース

を提供する．図 2 左はユーザがメニューを作成する欄であり，図 2 右にあるドリルの⼀覧

からユーザが任意のドリルをクリックすると，メニューの作成欄にクリックされたドリル

が追加される． 

 
図図図図    2222    練習練習練習練習メニューメニューメニューメニュー作成機能作成機能作成機能作成機能ののののイメージイメージイメージイメージ    
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また，メニュー作成欄に追加されたドリルは，ドリル名の横に付属しているボタンによ

って時間調整，順序変更，削除が可能となっており，ユーザが自由にメニューを作成する

ことができるようにする． 

練習メニュー作成機能では，ユーザがメニューを作成する際に様々なドリルの組み合わ

せを試⾏錯誤することが予想され，ページをリロードせずにユーザの操作に伴い表⽰を変

更できるインタラクティブな機能である必要があったため，JavaScript による開発を⾏っ

た 6)．ユーザがページに表⽰されているドリル⼀覧から任意のドリル名をクリックすること

で，JavaScript 側がクリックされたドリルの id をキーに PHP に SQL クエリを送信，デー

タベースからドリル名を抽出し，それを再度 JavaScript 側で受信してドリルが表⽰される

ようにした．またドリルには時間と時系列という概念があり，それぞれを配列に格納し，

これらを変更する操作が⾏われた時は，配列に格納されている値を操作内容に合わせて操

作する．メニュー作成機能の概念図を図 3 に，ドリルを抽出するデータベースのテーブル

構造を表 4 に，登録例を表 5 に⽰す． 

 ユーザが作成したメニューは，ドリルの id とメニューの id，順番をデータベースに格納

する．テーブルの構造を表 6 に，登録例を表 7 に⽰す．また，メニュー作成に伴うテーブ

ルのリレーションを図 4 に⽰す． 
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図図図図    3333    練習練習練習練習メニューメニューメニューメニュー作成機能作成機能作成機能作成機能    概念図概念図概念図概念図    

表表表表    4444    テーブルテーブルテーブルテーブル"menu""menu""menu""menu"構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(3) いいえ    

name   varchar(200) いいえ    

genre   varchar(20) いいえ    

explain   text いいえ    

category   varchar(100) いいえ    

note_link   varchar(200) いいえ    

表表表表    5555    ””””menumenumenumenu””””テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id name  genre explain  category  note_link  

1 シ ェ ー ビ
ング・ドリ
ル 

basic ボールをキャッチし，ストップして
から次の攻撃動作へと移るステッ
プの⽅法には，大別して 6 つのパタ
ーンが... 

ストップ＆
ステップ 

book/text1/1_1.pdf 

※ “name” に は ド リ ル 名 ， ”genre” に は 分 類 さ れ た 期 間 ， ”explain” に は 簡 単 な 説

明，”category”にはドリルの種類，”note_link”にはテキストへのパスが登録されている． 
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表表表表    6666    テーブルテーブルテーブルテーブル””””make_menumake_menumake_menumake_menu””””構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(4) いいえ    

name_id   int(4) いいえ  0  

user   varchar(50) いいえ    

date   varchar(10) いいえ    

drill_id   int(4) いいえ  0  

turn   int(3) いいえ  0  

time   int(4) いいえ  0  

表表表表    7777    ””””make_make_make_make_ｍｍｍｍenu"enu"enu"enu"テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id  name_id user date  drill_id turn time 

298 71 taxi 2007/02/1 47 4 5 

 
図図図図    4444    メニューメニューメニューメニュー作成時作成時作成時作成時ののののリレーションリレーションリレーションリレーション    
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3.3.2 作成時アドバイス機能 

 作成時アドバイス機能は，スケジュール画⾯でのスケジュール⾊分けモジュールと，練

習メニュー作成画⾯のポップアップモジュールとで構成される． 

 スケジュール⾊分けモジュールは，ユーザが基本情報の登録をした⽇から目標⽇までの

⽇数を計算し，3 期に分割して⾊分け表⽰する．画⾯例を図 5 に⽰す． 

 

図図図図    5555    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール⾊分⾊分⾊分⾊分けけけけモジュールモジュールモジュールモジュールののののイメージイメージイメージイメージ    

登録⽇から目標⽇までの 3 割は「基礎を固める時期」としてカレンダーのセルをオレン

ジ⾊に，同様に基礎期間の次の⽇からの 4 割を「応用練習を重視する時期」として緑⾊に，

最後の 3 割を「実戦練習を重視する期間」としてピンク⾊に⾊分けする（それ以外の時期

は⽩）．また，ユーザ毎にそれらの期間に振り分けられた⽇にちをデータベースに登録する．

登録されるテーブルの構造を表 8 に，登録例を表 9 に⽰す． 
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表表表表    8888    テーブルテーブルテーブルテーブル””””scheduleschedulescheduleschedule””””構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(10) いいえ    

user_name   varchar(50) いいえ    

year   varchar(5) いいえ    

month   char(3) いいえ    

day   char(3) いいえ    

season   varchar(20) いいえ    

表表表表    9999    "schedule""schedule""schedule""schedule"テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id  user_name year  month day season  

544 taxi3 2007 02 21 game 

540 taxi3 2007 02 17 application 

534 taxi3 2007 02 11 basic 

 ※例えば表 6 の id544 のレコードは，「ユーザ”taxi3”の 2007 年 2 ⽉ 21 ⽇は実戦期間」

となる． 

 練習メニュー作成画⾯では，メニューを作成する⽇が基礎・応用・実戦のいずれの期間

かによって，どの種類のドリルを多く⾏うべきかメニュー作成欄の背景⾊を⾊分けするこ

とでアドバイスを⾏う．画⾯例を図 6 に⽰す． 
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図図図図    6666    作成時作成時作成時作成時アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス機能機能機能機能ののののイメージイメージイメージイメージ    

練習メニュー作成画⾯でのポップアップモジュールは，メニューが登録される⽇をキー

に「basic」「application」「game」のいずれかを表 6 の season フィールドから抽出し，登

録⽇が基礎・応用・実戦のどの期間なのかを判別する．その判別結果とユーザが設定した

練習時間から，登録⽇に最も適切なアドバイスを予めデータベースに登録してあるテンプ

レートから抽出し，ユーザにポップアップウィンドウで表⽰するようにする．画⾯例を図 7

に⽰す． 
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図図図図    7777    ポップアップポップアップポップアップポップアップによるによるによるによるアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスののののイメージイメージイメージイメージ    

例えばユーザの設定した練習時間が 2 時間で，メニューを登録する⽇が「応用」の期

間であったら，2 時間で練習できる応用練習を重視したメニューを提⽰する．アドバイス

のテンプレートを登録してあるテーブルの構造を表 10 に，登録例を表 11 に⽰す． 

表表表表    10101010    テーテーテーテーブルブルブルブル””””adviceadviceadviceadvice””””構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(5) いいえ    

root   varchar(200) いいえ    

advice_id   varchar(200) いいえ    

season   varchar(20) いいえ    

time   char(3) いいえ    

hour   char(2) いいえ    
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表表表表    11111111    "advice""advice""advice""advice"テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id root  advice_id  season time hour 

1 ドリブル・フェイク＆ステップ・ドリブル
⼒向上のためのハンドリング・ドリル 

対⾯パス＆ゴー・ドリル basic 5 1 

2 対⾯パス＆ゴー・ドリル ムービング・スポット・
シューティング 1 

basic 10 1 

※例えば id2 のレコードは「基礎期間でユーザの練習時間が 1 時間〜1 時間半なら，対⾯パ

ス＆ゴー・ドリルの次はムービング・スポット・シューティング１を 10 分練習するのがお

勧め」となる． 
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3.3.3 データ蓄積表⽰機能 

 データ蓄積表⽰機能では，前述した「ドリルの目的」を分類した 10 のカテゴリについて，

カテゴリ別に目的の達成率を数値とレーダーチャートグラフで表⽰する．ユーザは⾏われ

た練習内容についてチェック項目に基づいて評価を⾏い，フォームからデータの⼊⼒を⾏

う（図 8）． 

 
図図図図    8888    評価評価評価評価データデータデータデータ⼊⼒⼊⼒⼊⼒⼊⼒ののののイメージイメージイメージイメージ    

 ⼊⼒されたデータはシステムに蓄積され，その集計結果をカテゴリ別に閲覧することが

できるようになる（図 9）． 
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図図図図    9999    蓄積蓄積蓄積蓄積データデータデータデータ表⽰表⽰表⽰表⽰ののののイメージイメージイメージイメージ    

ドリルの目的が格納されているテーブルの構造を表 12 に，登録例を表 13 に⽰す．ユー

ザが⼊⼒した項目は，481 項目のそれぞれについて練習が⾏われた回数と，そのうち目的

が達成された回数がデータベースに登録される．ユーザ毎の達成率が登録されるテーブル

の構造を表 14 に，登録例を表 15 に⽰す． 

 登録されたデータは，カテゴリ毎とドリル毎に達成率を集計，表⽰することができる．

ドリルと「ドリルの目的」のテーブルのリレーションを図 10 に⽰す． 

表表表表    12121212    テーブルテーブルテーブルテーブル””””check_listcheck_listcheck_listcheck_list””””構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(4) いいえ    

name   varchar(200) いいえ    

belong_name   varchar(100) いいえ    

category   varchar(100) いいえ    
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表表表表    13131313    ””””check_listcheck_listcheck_listcheck_list””””テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id name  belong_name  category 

1 基本的なストップ＆ステップの習得 シェービング・ドリル 1 

3 次の攻撃動作へのスムーズな移⾏ シェービング・ドリル 1 

※例えば id1 のレコードは「“基本的なストップ＆ステップの習得”というドリルの目的はシ
ェービングドリルに設定されていて，ストップ＆ステップのカテゴリに分類」となる． 

 

表表表表    14141414    テーブルテーブルテーブルテーブル””””check_usercheck_usercheck_usercheck_user””””構造構造構造構造    
フィールド フィールドタイプ 空の値(NULL) 基本値 

id   int(11) いいえ    

user   varchar(50) いいえ    

check_name   varchar(200) いいえ    

ok   int(4) いいえ  0  

play   int(4) いいえ  0  

表表表表    15151515    "check_user""check_user""check_user""check_user"テーブルテーブルテーブルテーブル登録例登録例登録例登録例    

id user check_name ok play 

1 taxi 1 4 6 

2 taxi 2 5 6 

※例えば id1 のレコードは「ドリルの目的 id1（基本的なストップ＆ステップの習得）につ

いて，ユーザ”taxi”の達成率は 4/6 である」となる． 
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図図図図    10101010    ドリルドリルドリルドリルのののの目的目的目的目的ののののリレーションリレーションリレーションリレーション    
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3.4 システムの開発 

3.4.1 ユーザ登録・ログイン 

 システムを利用するには，ユーザ登録を⾏う必要がある．トップページ左のメニューか

ら「ユーザ登録」をクリックすると，ユーザ登録画⾯が表⽰される．登録画⾯を図 11 に⽰

す． 

 

図図図図    11111111    ユーザユーザユーザユーザ登録画⾯登録画⾯登録画⾯登録画⾯    
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3.4.2 基本情報⼊⼒ 

 ユーザは初回ログイン時に，普段の練習時間，チームの状態をピークに持っていく目標

⽇，前述したドリルの目的を振り分けた 10 のカテゴリの目標値を⼊⼒する．⼊⼒画⾯を図

12 に⽰す． 

 ユーザは練習時間を 1 時間〜3 時間半の範囲で選択する．時間に上限を設けたのは，これ

以上⼀回の練習時間を⻑くすると，集中⼒が持続せずあまり効果が挙げられないためであ

る．また最終目標⽇の⼊⼒には，⼊⼒している⽇よりも前の⽇にちは登録できないように

なっている． 

 なお，これらの情報は左メニューの「チーム情報の変更」から変更が可能である． 
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図図図図    12121212    基本情報⼊⼒画⾯基本情報⼊⼒画⾯基本情報⼊⼒画⾯基本情報⼊⼒画⾯    
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3.4.3 実⼒評価用メニューの表⽰ 

 初回の基本情報の⼊⼒を済ませると，チームの現在の実⼒を計るための，評価用のメニ

ューが提⽰される．ユーザはこの画⾯を印刷するなどして練習場に携え，各ドリルに設定

されている「ドリルの目的」について，達成できていたかをチェックする．このメニュー

の「ドリルの目的」は，10 のカテゴリ全てについて評価できるように最低⼀つ以上が各カ

テゴリに含まれている．また，ユーザの練習時間設定が何時間であろうと，このメニュー

は 1 時間半の固定である．表⽰画⾯を図 13 に⽰す． 

 

図図図図    13131313    評価用評価用評価用評価用メニューメニューメニューメニュー表⽰画⾯表⽰画⾯表⽰画⾯表⽰画⾯    
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3.4.4 練習の評価項目⼊⼒ 

 チームの練習が終わった後，ユーザは練習内容について「ドリルの目的」に基づき評価

したのち，その評価をシステムに⼊⼒する．⼊⼒はチェックボックスに達成できた項目を

チェックすることで⾏い，全ての項目について⼊⼒が完了したら，「登録」ボタンをクリッ

クする．チェック項目⼊⼒画⾯を図 14 に⽰す． 

 

図図図図    14141414    チェックチェックチェックチェック項目⼊⼒画⾯項目⼊⼒画⾯項目⼊⼒画⾯項目⼊⼒画⾯    
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3.4.5 トップページ・達成率表⽰ 

 トップページでは，これまでに登録されたチェック項目のカテゴリ別の達成率とレーダ

ーチャートグラフが表⽰される．レーダーチャートグラフには，各カテゴリの達成率が⽔

⾊で，ユーザが基本情報⼊⼒画⾯で設定した目標値が赤い線で表⽰され，現在の達成率が

目標値と⽐べてどの程度なのかを視覚的に分かりやすく確認することができる． 

 また，レーダーチャートグラフの下部に表⽰されている達成率の数字の内訳は，「達成

率％（ドリルの目的を達成した回数／カテゴリのドリルの目的が練習のチェック項目とし

て提⽰された個数）である．達成率は 50％以下になると赤字で表⽰される．画⾯図を図 15

に⽰す． 
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図図図図    15151515    トップページトップページトップページトップページ    
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3.4.6 練習スケジュール表⽰ 

 練習メニューを作成するには，左メニューの「今⽇の練習メニュー作成」をクリックす

るか，「スケジュール」をクリックし，スケジュール画⾯からメニューを作成したい⽇のア

イコンをクリックすることで，メニュー作成画⾯を表⽰する． 

 スケジュール画⾯を表⽰すると，ユーザが基本情報を登録した⽇から目標⽇までのカレ

ンダーのセルを，基礎期間：オレンジ，応用期間：緑，実戦期間：ピンク，目標⽇：赤の

それぞれに⾊分けして表⽰する．どの⽇のアイコンをクリックしたかによって，メニュー

作成画⾯で提⽰されるアドバイスが変化するようになっている． 

スケジュール画⾯を図 16 に⽰す． 
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図図図図    16161616    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール画⾯画⾯画⾯画⾯    
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3.4.7 練習メニュー作成機能 

 練習メニュー作成画⾯では，画⾯右のドリル⼀覧から，追加したいドリルの名前をクリ

ックすることで中央のメニュー作成欄にドリルが追加される． 

    

図図図図    17171717    練習練習練習練習メニューメニューメニューメニュー作成画⾯作成画⾯作成画⾯作成画⾯    

追加されたドリルには「↑」「↓」「＋」「－」「削除」ボタンが付加されている．それぞれ

のボタンの操作について次に述べる． 
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図 18 で，画⾯中央のドリル作成欄にある「3 対 2 アウトナンバー・ガーディング・ドリ

ル」の「↑」ボタンを押すと，その上にある「強いドリブル⼒育成のためのハンドリング・

ドリル」と順番が⼊れ替わる．⼊れ替わった後の表⽰を図 19 に⽰す． 

 

図図図図    18181818    「「「「↑↑↑↑」」」」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作１１１１    
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図図図図    19191919    「「「「↑↑↑↑」」」」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作２２２２    

 「↓」ボタンも操作後の変化は同様に，押されたボタンのドリルとその⼀つ下のドリル

の順番が⼊れ替わるようになっている． 
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 図 20 のメニュー作成欄の「シェービング・ドリル」の「＋」ボタンを押すと，ボタンが

押されたドリルの時間が 5 分ずつ増加する．時間の増加に伴い，ドリルの外枠の⻑さが 50

ピクセルずつ大きくなる．ボタンが押された後の変化を図 21 に⽰す． 

 

図図図図    20202020    「＋」「＋」「＋」「＋」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作１１１１    
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図図図図    21212121    「＋」「＋」「＋」「＋」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作２２２２    

 「－」ボタンも操作後の変化は同様に，ボタンが押されたドリルの時間が 5 分ずつ減少

し，それに伴いドリルの外枠の⻑さが 50 ピクセルずつ短くなる．また，ドリルの時間が 5

分の状態で「－」ボタンを押すと，図 22 のようなポップアップが表⽰され，ドリルの時間

は減少しない． 
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図図図図    22222222    「－」「－」「－」「－」ボタンボタンボタンボタンのののの操作制限操作制限操作制限操作制限    

 図 23 中央のメニュー作成欄のドリルの中から「シェービング・ドリル＋ダミー・ディフ

ェンス」の削除ボタンを押すと，削除するかを確認するポップアップが表⽰される．ここ

で「ok」を押すと，図 24 のようにボタンが押されたドリルが削除される． 

 

図図図図    23232323    「「「「削除削除削除削除」」」」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作１１１１    
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図図図図    24242424    「「「「削削削削除除除除」」」」ボタンボタンボタンボタンのののの操作操作操作操作２２２２    
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3.4.8 作成時アドバイス機能 

練習メニュー作成画⾯が表⽰されると，まず始めにその⽇に⾏うべきお勧めのメニュー

が次々にポップアップ表⽰される．ユーザはポップアップ表⽰されたドリルを追加するか

どうかを問われるので，「ok」をクリックすると自動的にメニュー作成欄にドリルが追加さ

れる．ポップアップ表⽰されたドリルを全て追加すると，結果的に⼀回分の練習メニュー

が作成されるようになっている．練習メニュー作成画⾯でのポップアップ表⽰機能を図 25，

図 26，図 27 に⽰す． 

 

図図図図    25252525    アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスののののポップアップポップアップポップアップポップアップ１１１１    



 46 

 

図図図図    26262626    アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスののののポップアップポップアップポップアップポップアップ 2222    
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図図図図    27272727    アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスののののポップアップポップアップポップアップポップアップ 3333    

アドバイスのポップアップが表⽰されている中で，ポップアップのどれかで「キャンセル」

を押すと，その時点でアドバイスは終了し，通常の練習メニュー作成機能と同様の操作を

⾏い，メニューを作成していくことになる． 

 作成したメニューの下にメニューの名前を⼊⼒し，「メニュー登録」をクリックすると，

作成した練習メニューがシステムに登録され，スケジュール画⾯から確認することができ

る．作成したメニューを⾏った後の評価は 3.4.4 と同様である． 
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3.4.9 データ蓄積表⽰機能 

 トップページのドリルの達成率右にある「詳細を⾒る」をクリックすると，各カテゴリ

に含まれているドリルの目的と，その目的が含まれているドリルが⼀覧表⽰される．さら

に，⼀覧表⽰された中からドリルの名前をクリックすると，各ドリルの説明と，ドリルに

設定されているドリルの目的，各目的の現在の達成率，テキストへのリンクが表⽰される．

カテゴリの詳細画⾯を図 28 に，ドリルの詳細画⾯を図 29 に⽰す． 

 

図図図図    28282828    カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリのののの詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯    
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図図図図    29292929    ドリルドリルドリルドリルのののの詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯    
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3.4.10  苦⼿ BOX 

 ユーザがドリルの達成率を確認する際に，そのドリルがチームで苦⼿としているドリル

だと感じた場合は，そのドリルを「苦⼿ BOX」に登録することができる．ドリルを苦⼿ BOX

に登録する場合は，ドリルの詳細表⽰画⾯の下にある「苦⼿ BOX に追加する」をクリック

する．ドリルの詳細画⾯を図 30 に⽰す． 

 

図図図図    30303030    ドリルドリルドリルドリルのののの詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯詳細表⽰画⾯    

 また，苦⼿ BOX に登録されているドリルは，左メニューの「苦⼿ BOX」からその⼀覧

を⾒ることができる．苦⼿ BOX 画⾯を図 31 に⽰す． 
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図図図図    31313131    苦⼿苦⼿苦⼿苦⼿ BOXBOXBOXBOX ⼀覧表⽰画⾯⼀覧表⽰画⾯⼀覧表⽰画⾯⼀覧表⽰画⾯    

⼀覧表⽰されているドリルの右にある「苦⼿ BOX から削除する」をクリックすると，ク

リックされたドリルが苦⼿ BOX から削除される． 
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第４章 評価 

4.1 ⼀次評価 

4.1.1 評価⽅法 

 練習メニュー作成機能，および作成時アドバイス機能が完成した時点で，バスケットボ

ール経験はあるもののコーチ経験のない大学⽣ 2 名に依頼し，評価を⾏った．評価に当た

って，「もしあなたが突然バスケットボールチームのコーチを任されたら」という仮定のも

と，評価⼿順書の通りにシステムを使用してもらい，使用後にインタビューを⾏った． 

 

4.1.2 評価結果 

 評価は 2007 年 1 ⽉ 30 ⽇に⾏った．システムの使用後にインタビューを⾏ったところ，

特に，練習メニュー作成機能を使用している時に「不必要なポップアップが多い」という

指摘を⼆⼈ともから受けた．これはクライアントとサーバ間のデータのやりとりのラグを

埋めるための仕様だったが，この指摘を受け，次回の評価の際には内部の処理⽅法を変え

ることで改善を⾏った．これによって，不必要なポップアップを表⽰する必要がなくなっ

た． 

 その他に，練習メニュー作成機能のインターフェースについて「経験者であればこのペ

ージでどういう事をやらせたいのかは分かるだろう」という意⾒があった．詳しく聞いて

みると，「パッと⾒はどうしていいか分かりづらいが，ドリルを追加していくうちにどうい

う意図なのかが分かった」との事だった． 
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4.2 ⼆次評価 

4.2.1 動作チェック 

全機能が完成した段階で，本学の学⽣ 2 名に評価⼿順書に従ってシステムを使用しても

らい，動作チェックを⾏った．その結果，評価⼿順において動作に不備は⾒られなかった． 

 

4.2.2 評価⽅法 

 全機能が完成した段階で再度，評価 1 と同じ条件でバスケットボール経験者 3 名に評価

を依頼した． 

 評価の際には，筆者がシステムを使用している評価者を観察し，操作で⼾惑った点など

を書きとめ，使用後に予め用意したインタビュー項目と気付いた点についてインタビュー

を⾏った． 

 

4.2.3 評価結果 

 評価は 2 ⽉ 7 ⽇に⾏った．評価の結果，3 名ともから共通して挙げられたのは，ヘルプ

表⽰を他に⽐べてもっと強調する必要があるということ，また⼀連の使用フローを記した

マニュアルが必要ではないかということだった．システムの各機能には⻘枠で囲った使用

⽅法を記したヘルプを配置したものの，「それらを特に注意して⾒ることは少なかった」と

いう意⾒が多く聞かれた． 

 また，システムによる練習メニュー作成では 3 名とも特に迷うことなくメニューを作成
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しており，使用後のインタビューでも「特に⼾惑うことはなかった」と 2 名が答えた． 

 データ蓄積表⽰機能については，ナビゲーションが分かりにくく，3 名ともが印刷用のペ

ージとチェック項目⼊⼒ページとを間違えてしまうということがあった． 

 インタビューの最後に，「あなたがもし本当にコーチを任されたら，このシステムを利用

すると思うか」と問いかけたところ，3 名中 2 名が「自分はぜひこのシステムを使いたい」

と回答した．1 名は「コーチ初⼼者なら使うかも」と回答した． 

 その他の指摘を以下に挙げる． 

・ メニュー作成画⾯の「↓」ボタンの意味がドリル⼀つだけしかない時に分

かりにくい．「⼀つ下に下げる」などにした⽅がよいのでは 

・ 実⼒評価用のメニューの意図が分からなかった 

・ 作成したメニューのチェック項目はスケジュールからメニュー名をクリ

ックしたらすぐ表⽰された⽅がいい 

・ メニューの印刷用ページを別ウィンドウで表⽰した⽅がいいのでは 

・ 練習メニュー作成画⾯の「苦⼿ BOX」の位置が分かりにくい 

・ ドリルと「ドリルの目的」の関係が分かりにくい 

・ クリックできるものとそうでないものの区別がつきにくい 

・ オリジナルドリルの登録機能が欲しい 
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4.3 考察 

 評価の結果，機能の使い⽅については特に⼾惑った部分が⾒られなかったため，操作性

には大きな問題はなかったと考えられるが，指摘がインターフェースや細かい用語につい

てのものが多かったため，ユーザに対するナビゲーションの充実が大きな課題であること

が分かった． 

 特に，ヘルプ表⽰の不評についてはその原因として「他の部分に⽐べて⽂字が⼩さい」「機

能の操作に夢中になってしまう」などがあり，これらを解決するために，全ての機能から

アクセスできるヘルプページを別途用意するなどの⽅法が考えられる． 

 また，各機能そのものの有用性については⾼評価を得た．レーダーチャートグラフによ

る達成率の視覚化や，苦⼿ BOX を設けたことには「チームの弱点を⾒つけやすくてよい」

との回答があった．「このシステムを実際に自分がコーチを任されたら利用したいか」とい

う問いにも 2 名が「ぜひ利用したい」と答えたため，システムそのものの需要があること

も確認された． 
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4.4 今後の展開 

 今後，本システムを実用段階まで改善するに当たって，ユーザが本システムをネットワ

ーク環境のない練習場でも使用できるよう，作成した練習メニューをノートパソコンなど

にダウンロードし進⾏管理する機能，もしくは練習中に使用されるデジタイマーと連動し

て進⾏管理を⾏うハードウェアの開発が挙げられる． 

 さらに，評価の際に挙げられた「ユーザがオリジナルのドリルを登録し，メニュー作成

に活かせるとよい」という意⾒から，システムのシェル化を⾏うことで，より幅広い⽀援

を⾏うことも可能になるだろう． 

また，今回はシステム側からのアドバイスはある程度⼀定であったが，ユーザの⼊⼒し

た達成率に応じてアドバイスの内容を変化させる処理があれば理想的である． 
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第５章 まとめ 
本研究では，バスケットボールのプレー経験はあるものの，指導経験がないコーチ初⼼

者を対象としたチームの練習計画を⻑期的に⽀援するシステムの開発および評価を⾏った． 

開発に当たって，コーチの育成ではなくコーチングの⽀援を主眼に置くことから EPSS を

指向した設計を⾏い，それとともにシステムが提⽰するドリルの分析・体系化を⾏った．

分析を⾏った結果，本システムではバスケットボールの実⼒の要素として 10 項目を評価項

目に据えることとし，それを元にユーザが⼊⼒した評価情報を視覚化することで，システ

ム側で予め用意してあるアドバイスに加え，ユーザのコーチングの判断材料を提⽰した． 

開発には PHP，MySQL を使用し，ネットワーク環境にあるユーザ対象者なら誰でも使え

るものとし，⼀部のインタラクティブなインターフェースが必要な機能には JavaScript を

使用した． 

評価の結果，システムの有用性は認められたものの，実用段階に⾄るまではナビゲーシ

ョンやヘルプの充実など，更なる改善が必要であることが分かった． 

 また，今後の課題として，ネットワーク環境がない練習場でも作成したメニューの進⾏

管理ができるツールなどの開発が必要である． 
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