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Ⅰ．緒　言

　日本バスケットボール協会は，2002 年から『エ
ンデバー制度（一貫指導・指導者育成等のバスケッ
トボール協会としての強化制度）』１） を策定し，
世界で勝つための「ジャパンオリジナルバスケッ
トボール」を創世するため，鋭意強化に取り組ん
でいる．しかし，現状は 2006 年に日本で開催さ
れた FIBA 世界バスケットボール選手権の結果
が示すとおり，日本チームは予選リーグで早々と
敗退し明確な成果が現れているとは言い難い．
　ところで，バスケットボール競技の勝敗は，一
定時間内において対峙する２チーム間の得点比で
決定される．その得点を上げるためにはシュート
することが唯一の方法である２）．またオフェンス

の最終目標であるシュートは，バスケットボール
を構成する種々の技術の中でも最も重要３）と指
摘されていることから，オフェンススキルの一つ
であるシュートが勝敗に大きく関与していること
は明らかである４）．一方，オフェンスの目的は集
団的または個人的に対峙を打破しシュートを試行
すること５），さらに，内山は，得点の獲得方法に
は，或る一定のゲーム構想に基づいた固有の戦術

（チーム戦術）が関与していると報告している６）．
これらのことから，ゲームの勝敗にはシュート成
功率だけではなく，対峙を打破してシュートに至
るまでの過程であるオフェンスのチーム戦術の構
築が重要４）である．
　バスケットボールにおけるオフェンスのチーム
戦術は，ファーストブレイク・アーリーオフェン
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quency and success rate of shooting per shoot area in the FIBA Americas Championship 2006, and 
(b) obtain underlying data to coach the players in various techniques and tactics in the future.The 
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ス・セットオフェンスの３つに大別され３）４）６）７）

８）９）１１），その状況下で「防御ラインを破る」・「人
数的優位をつくる」・「空間的優位をつくる」こと
が有効とされている１１）．これらの戦術は，選手個
人の身体能力やオフェンススキルが高ければ機能
するものではなく，選手個人がチームの集団戦術
として理解し行動することで，初めて機能するも
のと考えられる．なお，チーム戦術の出現割合を
分析した加藤ほか１２）は，セット・オフェンスの割
合が最も高かった（61.2％～ 70.6％）ことを報告
していることから，セット・オフェンスの成功率や
習熟度が勝敗に大きく関わることが考えられる．
　これまでセット・オフェンスに関わる研究として，
スクリーンプレイに限定して分析したもの１２）１３）１４）

１５），パスプレイに限定して分析したもの１６）１７）１８），一
方，シュート成功率が試合の勝敗に関わる要因とさ
れた研究は数多く発表されている．しかし，オフェ
ンスとディフェンスの詳細な位置関係（エリア）
に着目したシュート成功率を分析した結果から
セット・オフェンスにおけるシュートまでの過程
を検討した研究は，殆ど報告されていない．これ
らに焦点をあて，攻撃傾向を分析することによっ
て，今後の日本のオフェンス戦術を模索すること
が考えられる．
　そこで本研究では，2006 年男子バスケットボー
ル世界選手権アメリカ大陸予選大会におけるエリ
ア別の攻撃頻度やシュート成功率から，セット・
オフェンスにおけるシュートまでの過程を明らか
にし，今後の競技指導における技術・戦術を考える
うえでの基礎的データを得ることを目的とした．

Ⅱ．研究方法

1.　対象

　調査の対象としたチームは，2006 年 FIBA 男
子バスケットボール世界選手権に出場した，アメ
リカ（平均身長 201.3cm），アルゼンチン（平均
身長 200.3cm），ブラジル（平均身長 201.2cm），
ベネズエラ（平均身長 200.4cm）の４チームとし
た．また，世界選手権本戦ではアメリカは３位，

アルゼンチンは４位，ブラジルおよびベネズエラ
は予選リーグ敗退という結果であった．
　調査の対象とした試合は，ドミニカ共和国にて
開催された，2006 年 FIBA バスケットボール世
界選手権アメリカ大陸予選の主要４試合とした．
映像はドミニカ国営放送局が作成した国際映像
を，（財）日本バスケットボール協会コーチコミッ
ティより入手した．本研究の調査対象とした，対
戦ゲームおよびスコアを表１に示した．

表 1　2006 年 FIBA バスケットボール世界選手権アメリ
カ大陸予選の対戦ゲームおよびスコア

2.　調査方法

　VTR 再生法によりセット・オフェンス時の
シュート場面を映像より選出し，シュート位置・
シュートの種類・シュートの成否・シュートの頻
度を集計した．集計したデータを下記のように定
義し，各項目に分類した．
2-1. セット・オフェンスの定義

　これまでオフェンスに関する研究は多数あるも
のの，統一見解が得られていないことが現状であ
る．そこで本研究は，内山６）が行った先行研究
を採用し，５対５の状況下をセット・オフェンス
の定義とした．
2-2. シュートの種類およびシュート成否の判断に

ついての定義

　シュートの種類は，①レイアップシュート，②
ポストシュート，③２ポイントジャンプシュート

（以下：２P とする），④３ポイントシュート（以下：
３P とする）の４種類とした．セット・オフェン
スの定義を５対５の状況下に限定したため，本研
究ではフリー・スローを除外した５）．シュート時
にファールを受けた場合は，フリー・スローを得
られるため，シュートの成功として集計した．ま
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た，シュート時にノーファールでシュートブロッ
クを受けた場合は，シュートの失敗として集計し
た．さらに，判断評価の妥当性をもたせるため
に，バスケットボール専門家２人の一致回答を求
めた．
2-3. エリア区分の定義

　図１にエリア区分を示した．各エリアは，孫本
らのシュートチャートによる分析方法を用いて３）

15），ゴールに近い順に，①レイ・アップ・エリア
（Lay -up Area 以下：LA とする），②ペイント・
エリア（Paint Area 以下：PA とする），③ペリメ
ター・エリア（Perimeter Area 以下：PMA とする），
④ 3 ポイント・エリア（Three- Point Area 以下：
TPA とする）とした．LA は，倉石の方法 19）を
参考に，リングの中心から 1.5 ～２m 程度とした．
倉石は，インサイドとアウトサイドを組み合わせ
たオフェンスが効果的であると報告している 20）

ことから，インサイドエリアである LA とアウト
サイドエリアである TPA で行われたプレイを広
域ゾーンとした．また，ミドルエリアである PA
と PMA で行われたプレイを中間ゾーンとし，関
係性について検討した．

2-4. 勝ちおよび負けチームの操作的定義

　４チームの総当たりで行われた４試合の各試合

の勝ちチームを指す．なお，１・２試合目の勝ち
チームはブラジル，３試合目はベネズエラ，４試
合目はアルゼンチンであった．

3.　分析項目

　分析の項目は，各チーム間および勝ちチームと
負けチーム間における，①各エリアの攻撃頻度

（回），②各エリアのシュート成功数（本），③広域ゾー
ンと中間ゾーンの攻撃頻度（回），④広域ゾーン
と中間ゾーンのシュート成功数（本）であった．

4.　統計処理

　χ２検定を用いて，各チーム間および勝ちチーム
と負けチーム間における各項目の度数を分析した．

Ⅲ．結果と考察

1.　各チームの攻撃傾向について

１）各チームにおけるエリア別の攻撃頻度および
シュート成功数について

　表２に各チームにおけるエリア別の攻撃頻度
の比較を示した．χ２ 検定の結果５% 水準で有
意差が認められた（χ２（9）=17.444）．残差分
析の結果，アメリカの PA（36）とアルゼンチ
ンの PMA（9）において１％水準の有意差が
示され，ベネズエラの PMA（22）において 5％
水準で有意差が認められた．

表 2　各チームにおける別の攻撃頻度の比較（％） 

　表３に各チームにおけるエリア別のシュート
成功数の比較を示した．χ２検定の結果５% 水
準で有意差が認められた（χ２（9）=20.592）．
残差分析の結果，アメリカの PA（19）におい
て 1％水準の有意差が示され，アメリカの TPA

（8）とベネズエラの LA（13）において 5％水図 1　エリア区分
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準の有意差が認められた．

表 3　各チームにおけるエリア別のシュート成功数の比較（％）

２）各チームにおけるゾーン別の攻撃頻度および
シュート成功数について

　表４に，各チームにおけるゾーン別の攻撃頻
度の比較を示した．χ２検定の結果１% 水準で
有意差が認められた（χ２（3）=12.124）．残差
分析の結果，アメリカの広域（60）および中間
ゾーン（50）において５％水準の有意差，アル
ゼンチンの広域（89）および中間ゾーン（31）
において１％水準の有意差が認められた．

表 4　各チームにおけるゾーン別の攻撃頻度の比較（％）

　表５に各チームにおけるゾーン別のシュート
成功数の比較を示した．χ２検定の結果５% 水
準で有意差が認められた（χ２（3）=9.511）．残
差分析の結果，アメリカの広域（26）および中
間ゾーン（24）おいて 5％水準の有意差が認め
られ，アルゼンチンの広域（42）および中間ゾー
ン（13）おいて 10％水準の有意傾向が示された．

表 5　各チームにおけるゾーン別のシュート成功数の比較（％）

　アメリカチームは，PA の攻撃頻度およびシュー

ト成功率が高い結果が示されたことから，ガード・
フォワード陣の各エリアからドライブを仕掛ける
1on1 や，リングに向かって合わせてくるカット・
プレーを主としてオフェンスを組み立てているこ
とが示唆された．したがって，ディフェンス側か
らの視点でみてみると，1on1 に対してアウトサ
イドプレーヤーのディフェンスがヘルプやカバー
をする必要がなくなり，アウトサイドプレーヤー
をマークすることに専念できる．アウトサイドプ
レーヤーを TPA でノーマークにしなければ攻撃
頻度が下がり，その上，シュート成功率も低下す
る．これらのことはアメリカチームの TPA にお
ける攻撃頻度およびシュート成功率が低いことに
関係していることが推察される．
　一方，アルゼンチンチームは，広域ゾーンの攻
撃頻度が高く，中間ゾーンの攻撃頻度が低いこと
から，ゴール近辺でのセンタープレーやポストエ
リアからアウトサイドエリアへのパスでディフェ
ンスを崩す，インサイドアウトをセット・オフェ
ンス時に徹底して行われたことが示唆された．
　ブラジルチームは，特定のエリア，特定のゾー
ンにおいて有意な度数の増減は見られなかった．
このことから，他チームに比べて，あらゆるエリ
アでシュートを試みるオフェンス戦術を使ってい
ることが示唆された．
　一方，ベネズエラチームは LA でのシュート成
功数が低く，かつ PMA と TPA の攻撃頻度およ
びシュート成功数が高かった．これらのことから，
ガード・フォワード陣のスクリーンや合わせの動
きなどでアウトサイドシュートを打つことを主と
したオフェンスを組み立てていることが推察され
た．
　以上のことから，世界選手権出場チームは，同
様の戦術にて戦うことはなく，そのチームに特化
した独自の戦術にて勝利を模索していることがう
かがえた．児玉は，2006 年世界選手権について
各チームの多彩な戦術のありようを示唆してお
り，本研究と一致している 20）．しかし，それら
の戦術が勝敗とどのように関連しているかについ
ては分析がすすめられていない．
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　そこで，次に，ゾーン別の攻撃頻度やシュート
成功数を中心に勝敗との関連を分析し，世界大会
における有効なオフェンス戦術のありようを探索
的に検討する．

2.　勝敗に関わるオフェンス戦術について

１）勝敗における各エリアの攻撃頻度および
シュート成功数について
　表６に，勝敗における各エリアの攻撃頻度の
比較を示した．χ２検定の結果，有意な差は認
められなかった（χ２（3）=5.654 , ns）．

表 6　勝敗における各エリアの攻撃頻度の比較（％）

　表７に，勝敗における各エリアのシュート成
功数を示した．χ２検定の結果１% 水準で有意
差が認められた（χ２（3）=12.177）．残差分析
の結果，PA の勝ち（14）および負けチーム（33）
において１％水準の有意差が認められた．

表 7　勝敗における各エリアのシュート成功数の比較（％）

２）勝敗における各ゾーンの攻撃頻度および
シュート成功数について
　表８に，勝敗における各ゾーンの攻撃頻度を
示した．χ２検定の結果，10％水準の有意傾向
が認められた（χ２（1）=2.814 ）．

表 8　勝敗における各ゾーンの攻撃頻度の比較（％）

　表９に，勝敗における各ゾーンのシュート成
功数を示した．χ２検定の結果，１％水準の有
意差が認められた（χ２（1）=9.294）．残差分
析の結果，すべての項目において 1％水準の有
意差が認められた．

表 9　勝敗における各ゾーンのシュート成功数の比較（％）

　以上のことから１）より，勝ちチームにおいて
シュート成功数が有意に多い特定のエリアは確認
されなかった．このことから，勝敗に関連する特
定のシュートエリアは存在せず，むしろ勝敗を左
右するのはオフェンス戦術を展開するゾーンであ
ることが予想される．
　そこで，２）の結果を中心に考察を試みると，
広域ゾーンのシュート成功数が有意に多いことが
認められた．これは，ノーマークの状況を作りに
くい中間ゾーンでのオフェンスよりも，ディフェ
ンスが対応しづらい広域エリアでのオフェンスの
方が有効であることが考えられる．倉石は，ボー
ルマンとリングの架空の線をインラインとし，こ
のインラインを縮めることがオフェンスでは有効
であると報告している．そのためには，①ポスト
エリアからアウトサイドエリアへのパス②アウト
サイドエリアからポストエリアへのパス③ドライ
ブからアウトサイドエリアへのパス④アウトサイ
ドエリアからのドライブ⑤アウトサイドエリアか
らカット・プレイの５つのパターンが考えられる
が，中でも①ポストエリアからアウトサイドエ
リアへのパス（インサイドアウト）が重要であ
る 21）と報告している．これは，ディフェンスを
リングに対して縦に動かすことがオフェンスに対
し有利に働くことを意味する．ディフェンスは，
横の動きにはステップスライドで対応することが
できるが，縦の動きでは重心の移動が容易ではな
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く，前後の動きに対応することは困難 22）とされ
ている．したがって，これらの結果より LA およ
び TPA の広域ゾーンを効率よく利用したオフェ
ンス戦術（インサイドアウト）がチームの勝敗に
関係することが推察された．
　ここで，もっとも勝利数の多いブラジルチーム
について考察を加えると，上記の結果通り，イン
サイドアウトが勝利へ繋がっているが，結果と考
察 1 で述べたように，全体的な攻撃頻度は特定の
エリアやゾーンに特化していない．ゆえに，イン
サイドアウトに固執することなく，むしろ，イン
サイドアウトを有効に使うために，他のオフェン
ス戦術を組み込んでいることがうかがえた．
　以上のことから，世界レベルの大会において，
インサイドアウトは勝ちに繋がる有効なオフェン
ス戦術ではあるが，その戦術を得点に結び付ける
には，他の多彩なオフェンス戦術によって，イン
サイドアウトが有効に使われるタイミングを構成
する必要があると言えよう．

Ⅳ．総合考察

　バスケットボール競技は，身長が絶対のアドバ
ンテージを得る競技であるが，2006 年 FIBA 世
界バスケットボール選手権で優勝した男子スペイ
ンチームの平均身長は，200.7cm，日本チームの
平均身長は 193.8cm と約７cm の差があり 23），日
本が高さで世界と渡り合うことは無理があると言
える．さらに，ジャンプ力や瞬発力などの身体能
力の低さ，スキルの低さ 19）を考えると，世界と
戦うためには，日本バスケットボール協会が目指
す “ 日本人の特性である走力，敏捷性，スピード
を最大限に生かした平面的，ハイペースかつ合理
的なバスケットボール ” １）即ち，ジャパンオリジ
ナルバスケットボールの方向性は理解できること
である．そのために，個々の身体的スキルを高め
ることは勿論であるが，個を集結させ大きな力を
得る戦い方（戦術）を研究することが重要である
と考える．

　本研究の分析結果では LA と TPA の広域ゾー
ンにおいてインサイドアウトを利用したオフェン
ス戦術が勝敗に関与することが示された．しかし，
この世界選手権で行われているインサイドアウト
は日本人の特性に当てはまらないことが推察され
る．
　世界選手権上位チームにおいて，ポストエリ
アに位置するインサイドプレーヤーの身長は
210cm を超え 23），身体能力および得点能力が高
い．世界ジュニア・バスケットボール選手権大会
においては，LA での攻撃頻度が全体の約 60% を
占めたことが報告されている２４）ことからも，ポ
ストエリアにボールが集まってしまうと２P を決
められる可能性が高くなるため，ディフェンスは
ポストエリアをヘルプやカバーで対応する．ポス
トエリアにディフェンスが密集すれば，インサイ
ドアウトの効果が発揮されるが，高さにアドバン
テージを持つ日本チームがポストエリアにボール
を入れたとしても，相手チームのディフェンスは
ヘルプやカバーで対応せず，1on1 のディフェン
スで対応することが予想されるため，ディフェン
スが密集せず，インサイドアウトの効果が期待で
きないと考えられるからである．ポストエリアで
ディフェンスを密集させることができるかが，日
本チームの課題として挙げられる．
　一方，TPA のシュート成功率において，勝ち
チームのシュート成功率は 48.7%，負けチームの
シュート成功率は 34.3% であり，TPA のシュー
ト成功率が勝敗に関わる要因の一つとして挙げら
れた．例えば，６得点を取得する場合，言うまで
もなく，２P は３本，３P は２本のシュートを決
めなくてはならない．先行研究によると，3P が
40% 入れば，２P が 60% 入るのと同等の成果で
あること２６）が報告されている．この度の分析か
らエリア別のシュート成功率とそれによって加算
される得点を加味したならば，６得点を取得する
までの試行数は，３P である TPA は 4.8 本，２P
で一番確率の高い LA は 5.2 本であった．これら
のことから，世界選手権大会のセット・オフェン
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ス時においては，２P より３P を選択した方が確
率的に有効なことが示された．さらに Homer は，
３P の種類と確率を１年間記録したところ，イン
サイドアウトからの３P が最も高いことを報告し
ている２５）ことからも，インサイドアウトを有効
に活用するためには，３P の成功率をあげること
は必然であるといえる．
　これらのインサイドアウトを有効にする戦術を
日本チームに応用するとき，ブラジルチームのこ
の度の戦術が参考になる．
この度の分析から，ブラジルチームのオフェンス
は，インサイドアウトの他に，各エリアからドラ
イブを仕掛ける 1on1 やリングに向かって合わせ
るカット・プレーに加え，スペースの創出や活用
を組み込んでいる可能性が考えられた．低身長の
日本チームがブラジルチームの戦術を参考にする
ならば，インサイドアウト以外の方法，特にスク
リーンを用いたスペースの創出につとめるべきだ
ろう．そこにはもちろん，シュート成功率を含む
選手のレベルが関連することは言うまでもない．
今後，スクリーンの有効活用に伴うインサイドア
ウトのあり方，さらには，選手のレベル別を見越
したインサイドアウトの活用法を検討する必要が
ある．

Ⅳ．総　括

　本研究では，2006 年男子バスケットボール世
界選手権アメリカ大陸予選大会におけるエリア別
の攻撃頻度やシュート成功率からセット・オフェ
ンスにおけるシュートまでの過程を明らかにし，
今後の競技指導における技術・戦術を考えるうえ
での基礎的データを得ることを目的とした．得ら
れた主な結果は以下の通りである．

１）世界選手権出場チームは，同様の戦術にて戦
うことはなく，そのチームに特化した独自の戦
術にて勝利を模索していることがうかがえた．

２）LA および TPA の広域ゾーンを効率よく利
用したオフェンス戦術（インサイドアウト）が

チームの勝敗に関係することが推察された．
３）ブラジルチームは，インサイドアウトに固執

することなく，むしろ，インサイドアウトを有
効に使うために，他のオフェンス戦術を組み込
んでいることがうかがえた．

　以上の結果から，世界レベルの大会において，
インサイドアウトは勝ちに繋がる有効なオフェン
ス戦術ではあるが，その戦術を得点に結び付ける
には，他の多彩なオフェンス戦術によって，イン
サイドアウトが有効に使われるタイミングを構成
する必要があると考えられた．
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