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Abstract 

This study was conducted from the viewpoint of an increase in people who want to play was a goalkeeper, 

which was one of the issues on goalkeeper development in Japan. In this study, I focused on a relationship 

between “instructions” that goalkeepers gave during a game and the positive feelings towards a goalkeeper, 

and the purpose of this study was to quantitatively and qualitatively consider this relationship among 

goalkeepers under 12 years old. The survey respondents were 46 goalkeepers under 12 years old. I analyzed 

the video and sound materials made by synchronizing video of soccer games with instructions by goalkeepers. 

In addition, I conducted interviews with the 46 goalkeepers to analyze their instructions. I categorized them 

by the positive feelings towards a goalkeeper into 3 groups; 25 of them were in the upper group, 13 were in 

the middle group and 8 were in the lower group. The results are shown below. 

1) The number of utterances and instructions of the upper group was significantly higher than that of the 

middle group and the lower group. 

2) As for the positons and areas that the goalkeeper gave instructions about, the goalkeepers in the lower 

group gave instructions for the players close by them more frequently than those in the upper group and the 

middle group. Also, as for the timing of instructions form the goalkeepers and the targets of instructions, they 

gave more instructions at “off-play” and “the players who touch a soccer ball indirectly”. 

3) As regards the details of the instructions of the goalkeepers, the goalkeepers in all 3 groups give instructions 
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for “the players who touch a soccer ball directly” at “on-play”, that is “requirement of a direct play” (an 

instruction for offense) and “approach” (an instruction for defense). Also they give instructions for “the 

players who touch a soccer ball indirectly”, that is “requirement of catching a pass” and “modification of a 

position” (an instruction for offense) and “confirmation of a mark” and “modification and confirmation of a 

position” (an instruction for defense). 

From these results, as for goalkeeper development under 12 years old, it seems that, for the lower group, a 

coaching to become aware of a tactical part, namely an instruction from a goalkeeper, is necessary. 

In addition, for the upper group, I expect that their ability of an instruction can improve when they are 

required to give a high-quality instruction for “the players who touch a soccer ball indirectly”. 

 

Key Words：Ability of instractions，Motivation，Communication，Tactical thinking 

指示能力，動機付け，コミュニケーション，戦術的思考 

 

§1 研究の背景 

現代サッカーにおける技術的な高度化，身体的な高強度化，

または戦術的な複雑化の中で，ゴールキーパー（以下，GK）

の役割も攻守ともに総合的な能力が求められるようになっ

ている．日本サッカー協会 1）は現代の GK に求められる要

素として，リスクマネジメント，堅実な守備，効果的な攻撃

参加，強いメンタリティ・リーダーシップ，コミュニケーシ

ョン能力，高い身体能力の 6 つを挙げている。川原 2）は GK

のアクションの体系化を試みており，ゴール・ディフェンス，

スペース・ディフェンス，オフェンス・アクションの 3 つに

分類している。その中でも 2018 年に開催されたロシアワー

ルドカップでは，GK のアクションのうちオフェンス・アク

ションが 75％であったと報告しており，GK が守備のみなら

ず多様な役割を要求されていることがうかがえる。 

 サッカーにおいて GK の重要性が高まる中で，我が国にお

いては 1998 年のフランスワールドカップの結果を受けて

GK 強化の必要性を指摘され，同年に日本サッカー協会が

GK プロジェクトを発足させて GK 選手の発掘，育成，GK

指導者の養成に取り組んできた 3）。しかしながら強化対象と

なる GK 人材について，鈴木ほか 4）によれば，以前（1984－

85 年）から育成年代サッカー選手が GK をプレーすること

に消極的であることが報告されており，丸山ほか 5）の調査

においても GK プレー経験がある選手や GK をプレーする

ことに積極的な選手は少ない傾向であることが報告されて

いる。田邊 3）も現在の育成年代において GK を希望する子

どもの数の少なさや，フィールドプレーヤーと比較して GK

選手の運動能力が低い傾向にあることを指摘している。 

ところで，Di.Salvo et al.6）は，イングランドプレミアリー

グを対象としたサッカーゲーム中の GK の動作の 73％がウ

ォーキング（0.3～7km/h）であり，試合の結果を左右する高

強度の動作（19.9km/h 以上）は 2％であると報告している。

このことは，GK が直接ボールにプレーしない時間が長いこ

とを示唆している。松永・澤村 7）は現代の GK に求められる

要素はキャッチ，パンチ，ディフレクティングなど直接ボー

ルに関わる技術だけでなく，「チームメイトとのコミュニケ

ーションを含めて総合的にゴールを守ること」や「味方に声

をかけて動かし，シュートを未然に防ぐこと」の必要性を指

摘している。吉村ほか 8）は GK 選手自身が考える GK に必

要な資質や能力を決定する因子の一つとして，コーチングの

声の大きさや簡潔かつ明確な指示等で構成された「コーチン

グ」因子を挙げている。木幡ほか 9）もサッカー指導者が考え

る GK の資質や能力を決定する因子の一つとして，味方へ指

示を送ることや人を動かすリーダー性等で構成された「ゲー

ムメーカー的リーダー性」因子を挙げている。これらのこと

から，GK は直接ボールにプレーしない多くの時間を有効に

活用し，ゲームマネジメントやゴールを守ることを目的とし

たコミュニケーションや指示を出す能力が重要であること

がうかがえる。しかしながら，育成年代サッカー選手にとっ

て GK のコミュニケーションや指示能力の重要性は強く認

識されていない可能性がある。丸山ほか 10）は U-12 年代サ

ッカー選手の GK 嫌いを決定する一要因として，「声を出す

ことが苦手」であったり「臆病な性格」や「慌ててしまう性

格」等で構成された「GK 精神的苦手意識」因子を報告して

いる。または，「GK は攻撃参加できない」や「GK をしてい

ると動くことが少ない」等で構成された「攻撃参加不可能感」

因子も GK 嫌いの一因とされている。これらの報告は，育成
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年代サッカー選手にとって，本来 GK の役割として頻度と重

要性の高い「ボールに直接関与しない時間」の役割に対する

認識や価値観が低く，そのことが GK に対して消極的な印象

を与える一要因になっている可能性がうかがえる。 

このような問題を解決するための一つの手段として，育成

年代 GK がゲーム中に展開している指示の量や内容を把握

する必要がある。育成年代のスポーツ活動中における発話や

指示，スポーツ指導者のコーチング内容とその効果を逐語記

録化した音声分析を手掛かりに，量的・質的に解明しようと

した研究は幾つか見受けられる。上原・梅野 11）は小学校 5・

6 年生児童を対象としたハードル走授業の逐語記録に基づ

いて品詞分析を行い，教師の言語的相互作用の仕方によって

児童相互の言語的相互作用を密接にし，学習集団の態度と技

能を向上させることを明らかとしている。山口 12）は小学校

5 年生児童のバスケットボール授業を対象に児童の発語内

容の内実を逐語記録の分析を手掛かりに検討し，児童同士の

言語的相互作用が密接になれば，運動が苦手な児童の運動技

能も向上する可能性を示唆している。サッカーを対象とした

研究では，梅崎 13）や安部・落合 14）が中学年代サッカー指導

者の逐語記録化した指導発話を分析することで，選手に対す

る指導者の固定した働きかけや指導者の選手に対する期待

値の差異が声かけの頻度に影響していることを報告してい

る。これらの先行研究は，指導者から選手への言語的働きか

けや，選手・生徒同士の言語的相互作用が上手く働けば，ス

ポーツ活動における知識理解や戦術行動，運動技能の向上を

期待できることを示唆するものであった。上述の先行研究手

法を手掛かりに，丸山ほか 15）は育成年代 GK がゲーム中に

展開する指示内容の実態を明らかとするため，U-11 年代 GK

がゲーム中に展開した指示の分類と，GK 経験の有無と指示

の内容の比較検討を試みている。その結果，U-11 年代では

GK 経験群のほうが指示の量では GK 未経験群を大きく上回

るが，指示の質では On play 中の指示において僅かに指示を

展開する能力が高いことにとどまり，直接ボールに関与して

いない選手に指示を展開する能力が十分ではないことを報

告している。 

このように，指導者と選手間，または選手間における言語

コミュニケーションの実態把握や，言語コミュニケーション

が選手の運動知識や運動実践力に及ぼす効果については明

らかとされている。しかしながら，スポーツ活動中の選手の

言語コミュニケーションとスポーツに対する好意度の関係

を検討した研究は，低学年児童の仲間同士の肯定的な関わり

が，運動下位群の運動有能感を構成する受容感を高めるとい

う井上ほか 16）の報告や，運動嫌いの一要因には仲間からの

嘲笑や文句があるとした佐久本・篠崎 17）の報告などがある

が，スポーツを実践している選手自身の発話や指示と実践し

ているスポーツに対する好意度の関係については検討の余

地が残されている。そこで本研究では我が国の GK 育成の課

題の一つである GK 希望者の拡大という視点に立ち，U-12

年代 GK の GK 好意度がゲーム中に展開する指示の量や質

に関係するか否か比較検討することで，今後の育成年代 GK

の普及と GK 指導の一助とすることを目的とする。 

 

§2 研究の方法 

2．1 調査時期と調査対象チーム 

調査は 2016 年 12 月から 2018 年 12 月にかけて実施した。

調査対象者は，山陽地区（広島県：９チーム，山口県：１チ

ーム，岡山県：１チーム）の少年サッカークラブ 11 チーム

に所属する少年 GK46 名であった。 

 

2．2 調査の方法 

2.2.1 サッカーゲームの撮影 

サッカーゲームの撮影は，

棟の 3 階に設置した定点カメ

ラにて 15 分ハーフゲーム 42

試合を撮影した。サッカーの

コートは幅 46m，縦 68mとし，

アタッキングサード（ A-

Third），ミドルサード（M-

Third），ディフェンディング

サード（D-Third）を示す，コー

トを 3 分割した補助ラインを設

定することで，映像分析で選手のプレーエリアを特定する際

の参考とした（Fig1）。 

Fig1. The size of the football court and shooting situations 

Fig2. Putting on a mini 

IC recorder 
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2.2.2 GK選手の発語の収音 

各チームのサッカーゲームに出場した GK 選手には，Fig2

に示すように背面首もとにクリップ付ミニ IC レコーダー

（SONY ICD-TX800）を装着し，サッカーゲーム中に GK

が展開している発語音声を収音した。 

 

2.2.3 面接調査と調査対象者の性質 

分析に必要な調査対象者の基礎的な情報を得るために，サ

ッカーのゲームに参加した GK 選手全員に面接調査票を用

いて構造化した面接法により面接調査を行った。面接調査は

ゲームが終了するたびに，ゲーム終了直後に行った。面接調

査では，学年，身長，体重という基礎的なプロフィールと，

4 件法により GK 好意度と GK 経験について質問した。GK

好意度についてはサッカーのゲームで GK をプレーするこ

とに対する好意度を質問し，GK 好意度上位群（「とても好

き」）＝25 名，GK 好意度中位群（「まあまあ好き」）＝13 名，

GK 好意度下位群（「あまり好きではない」「まったく好きで

はない」）＝8 名を抽出した。GK 経験については日常的なサ

ッカーのゲームにおける自身の GK 経験を質問し，GK 経験

あり＝31 名，GK 経験なし＝15 名に分類した。Table1 に対

象者の学年，GK 経験，身長，体重別内訳と GK 好意度との

相関係数を示す。 

また，本研究の映像・音声分析ではゲームに出場していた

フィールドプレーヤーの配置や背番号，呼称を把握しておく

必要がある。そこで面接調査ではゲーム終了直後に，ゲーム

に出場していた GK 選手に対し，サッカーのゲーム中におい

て実際に GK 選手が呼んでいたフィールドプレーヤーの配

置と背番号，呼称が一致するように調査をした（Fig3）。 

 

2．3 分析の方法 

分析対象ゲームは攻守の偏りを軽減するために，得点差が

3 点差以内のゲームを抽出し，少年 GK46 名が出場したサッ

カーゲームの前半または後半 15 分間の計 690 分間を分析対

象とした。次に，動画編集ソフト（Corel VideoStudio X9）を

用いて，分析対象とした映像と録音した GK の音声データを

同期して映像分析の素材を作成した。作成した分析素材から，

GK 選手がサッカーゲーム中に展開した発語音声の逐語記

録を作成した。逐語記録は，発語内容が意味のあるまとまり

を一つの単位として区切った。発語の特定には音声と同期し

た映像の前後のプレーを参考に推察した。発語の特定は，日

本サッカー協会公認 C 級 GK コーチライセンス保持者と，

日本サッカー協会公認 B 級コーチライセンス保持者の 2 名

で行った。 

逐語記録化したすべての発語はその内容に応じて KJ 法に

より 11 項目に分類した。分類については高学年児童の体育

授業を対象に児童の発語内容を分析した山口 12）や，中学年

代サッカークラブ指導者の発語を分析した梅崎 13）を参考に

して作成された，丸山 15）の分類を採用した。分類した 11 項

目中，「指示」に分類された発語は，「攻撃に関わる指示」と

「守備に関わる指示」に分別し，それぞれ KJ 法を用いて攻

撃に関わる指示は 8 項目に，守備に関わる指示は 9 項目に

細分化した。また，1 単位の発語は，発語毎に発語があった

時間，発語の対象となった選手のポジション，発語対象エリ

ア，発語内容の概要，発語時の局面，発語のタイミング，発

語対象の人称の 7 つの分析項目で分析作業を行った。発語

U-11 11 10 4
U-12 14 3 4

経験あり 23 5 3
経験なし 3 7 5

147.8±7.6 138.2±4.2 141.9±4.7 0.091 n.s.
39.16±7.7 32.8±3.3 33.4±4.1 0.087 n.s.

身長（cm）
体重（kg）

0.501 0.000

0.206 n.s.学年（n）

GK経験
（n）

Group GK好意度上位群 GK好意度中位群 GK好意度下位群
GK好意度との

相関係数
p

Table1. Grade, experience of GK, height, weight, and correlation coefficient at the target 

Fig3. Example of field player's placement, jersey 

number, and nickname 
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の対象となった選手のポジションは，FW（フォワード），MF

（ミッドフィールダー），DF（ディフェンダー）の 3 つのポ

ジションに分類した。発語対象エリアは，Fig1 で示したよう

にアタッキング（A）Third，ミドル（M）Third，ディフェン

ディング（D）Third の 3 つのエリアに分類した。発語の概

要は，攻撃に関わる発語，守備に関わる発語，その他の発語

の 3 つに分類した。発語時の局面は，攻撃局面，守備局面，

攻撃から守備への切り替え局面（攻→守局面），守備から攻

撃への切り替え局面（守→攻局面）の 4 局面に分類した。な

お，攻→守局面と守→攻局面は，攻守が入れ替わってから 3

秒以内と定義した。発語対象の人称は，「ボールに直接関与」

した選手に対する発語，「ボールに間接関与」した選手に対

する発語の 2 つに分類した。「ボールに直接関与」は，攻撃

時はボールを保持しているボールホルダーとし，守備時は相

手ボールホルダーに最も近いポジションをとっているファ

ーストディフェンダーと定義した。「ボールに間接関与」は，

攻撃時はボールホルダー以外の選手とし，守備時はファース

トディフェンダー以外の選手と定義した。発語のタイミング

は，On Play と Off Play の 2 つに分類した。なお，GK がボ

ールを手で保持している状態は On Play であるが，クローズ

ドなセットプレーに類似した状態であるため Off Play に分

類した。 

 

2．4 分析の視点 

第一に，逐語記録化したすべての発語，攻撃に関わる指示，

守備に関わる指示の内容と頻度を検討する。次に量的検討と

して，発語数，指示数，攻撃に関わる指示数，守備に関わる

指示数が，GK 好意度によって差異が生じるか比較検討する。

また，質的検討として「指示」に焦点を当て，指示のあった

時間，指示対象ポジション，指示対象エリア，指示対象の人

称，指示のタイミングが，GK 好意度で差異が生じるか比較

検討する。さらに

微視的視点として，「攻撃に関わる指示内容」と「守備に関

わる指示内容」のそれぞれが，具体的な指示内容と GK 好意

度で差異が生じるか比較検討する。 

 

2．5 統計処理 

統計処理には SPSS ver.25 を用いた。平均値の差の検定に

は Kruskal-Wallis の H 検定を採用し，有意差が認めらた場合

はさらに Mann-Whitney の U 検定により多重比較検定を行

った。度数の分布の差の検定には χ2 検定を採用した。有意

水準はすべての分析で 5%とした。 

 

§3 結果 

3．1 GK の発語と指示の分類について 

今回の調査で得られたGKの総発語数は 4884語であった。

GK の発語と指示内容の分類は，山口 12）を参考に丸山 15）が

作成した GK の発語の分類結果と指示の分類結果を採用し

た。分類結果を Table2，3，4 に示す。逐語記録化したすべて

の発語内容と発語に含まれる指示内容の分布を検討したと

ころ，GK の発語では主導的発言が「指示」「賞賛」「励まし」

「叱責」「謝罪」「質問」「掛け声」の 7 項目のうち，「指示」

が 66.5%と最も高い割合を示し，次に「賞賛」が 17.8%と高

い割合を示した。残りの主導的発言や受動的発言（「応答」

「受理」）とその他（「審判への訴え」「私語・独り言」）の項

目については低い割合で分散する傾向であった。攻撃に関わ

る指示の分類では，「前向け！」「（ドリブルで）抜け！」な

どのボールを保持した選手に対する「直接的プレー要求」が

51.6%と最も高い割合を示した。次に「（ポジションが）もう

ちょい真ん中でいい！」「（前に）行っていいよ！」などの指

示で構成された「ポジション修正」が 14.2%と高い割合を示

した。また，「（パスを）もらえ！」「（パスを）受けて！」な

どの指示で構成された「パス受取要求」（11.7%）や，「へい、

下げていいよ！(パスを GK に)」などの指示で構成された

領域 発語分類 ｎ ％
指示 3248 66.5
賞賛 871 17.8
励まし 122 2.5
叱責 188 3.8
謝罪 60 1.2
質問 12 0.2
掛け声 177 3.6
応答 18 0.4
受理 4 0.1
審判への訴え 63 1.3
私語・独り言 121 2.5

その他

主導的発語

受動的発語

Table2. Classification of speech 

contents Table3. Classification of instructions 

related to offensive play 

攻撃指示分類 ｎ ％
直接的プレー要求 719 51.6
パス受取要求 163 11.7
ポジション修正 198 14.2
周囲情報提供 70 5.0
GKバックパス要求 155 11.1
セカンドボール反応 40 2.9
心理的負担軽減 41 2.9
キッカー指名 8 0.6

守備指示分類 ｎ ％
アプローチ 794 42.9
クリア 118 6.4
GK捕球・クリア 97 5.2
ポジション修正・確認 369 19.9
マーク確認 341 18.4
セカンドボール反応 42 2.3
コースの限定 24 1.3
競り合い要求 44 2.4
FK壁作成 22 1.2

Table4. Classification of instructions 

related to defensive play 
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「GK バックパス要求」（11.1%）も比較的高い割合を示した。

その他の項目は低い割合で分散する傾向であった。守備に関

わる指示の分類では，「前で！（ボールを奪うぞ）」「厳しく！

（アプローチをかけろ）」などの指示で構成された「アプロ

ーチ」が 42.9%と最も高い割合を示した。次に，「（中央にポ

ジションを）絞れ！」「（自陣に向かって）下がれ！」などの

指示で構成された「ポジション修正・確認」（19.9%）と，「5

番気にしとって！」「中（のマーク）見て！」などの指示で

構成された「マーク確認」（18.4%）が高い割合を示した。そ

の他の項目は低い割合で分散する傾向であった。 

 

3．2 GK の発語数・指示数と GK 好意度の関係 

Fig4 は GK 好意度別にみた平均発語数，指示数，攻撃に

関わる指示数，守備に関わる指示数を比較したものである。

Kruskal-Wallis の H 検定の結果，発語数（H=8.36，p＜0.05），

指示数（H＝6.97，p＜0.05），攻撃に関わる指示数（H=7.16，

p＜0.05），守備に関わる指示数（H=7.69，p＜0.05）のすべて

において有意差が認められたので，Mann-Whitney の U 検定

により多重比較検定を行った。その結果，発語数では GK 上

位群が GK 好意度中位群（U＝86.0，z＝2.20，p＜0.05），GK

好意度下位群（U＝44.5，z＝2.42，p＜0.05）と比較して有意

に高い値を示した。指示数では GK 上位群が GK 好意度中位

群（U＝90.0，z＝2.07，p＜0.05），GK 好意度下位群（U＝51.0，

z＝2.15，p＜0.05）と比較して有意に高い値を示した。攻撃

に関わる指示数では GK 好意度上位群が GK 好意度中位群

（U＝78.0，z＝2.45，p＜0.05）と比較して有意に高い値を示

した。守備に関わる指示数では GK 好意度上位群が GK 好意

度下位群（U＝43.5，z＝2.46，p＜0.05）と比較して有意に高

い値を示した。 

 

3．3 GK の指示対象ポジションと GK好意度の関係 

Fig5 は GK が指示を展開した指示対象ポジションと GK

Fig5. Relationship between the positive feelings 

towards a goalkeeper and the position to be instructed 
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Fig6. Relationship between the positive feelings 
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好意度の関係を示したものである。指示対象ポジションの度

数の分布を χ2検定にて検討したところ，3 群間の度数の分布

に有意な差が認められた（χ2=42.71，df=8， p<0.001）。3 群

ともに DF の指示数が多く，次いで MF，FW の順で指示が

展開されていたが，GK 好意度下位群は GK 好意度上位群，

中位群と比較して DF への指示の展開が多い傾向であった。 

 

3．4 GK の指示対象エリアと GK 好意度の関係 

Fig6 は GK が指示を展開した指示対象エリアと GK 好意

度の関係を示したものである。指示対象エリアの度数の分布

を χ2検定にて検討したところ，3 群間の度数の分布に有意な

差が認められた（χ2=69.58，df=8， p<0.001）。3 群ともに M-

Third への指示数が多く，次いで D-Third，A-Third の順で指

示が展開されていたが，GK 好意度下位群は GK 好意度上位

群，中位群と比較して D-Third への指示の展開が多い傾向で

あった。 

 

3．5 GK の指示のタイミングと GK好意度の関係 

Fig7 は GK が指示を展開した指示のタイミングと GK 好

意度の関係を示したものである。指示のタイミングの度数の

分布を χ2検定にて検討したところ，3 群間の度数の分布に有

意な差が認められた（χ2=12.35，df=2， p<0.01）。3 群ともに，

Off Play が 15～25%程度であったのに対し，On Play は 75～

85%程度の割合を示しており頻度が高い結果であった。3 群

間を比較すると，GK 好意度下位群は GK 好意度上位群，中

位群と比較して，Off Play の指示の割合がやや高い傾向であ

った。 

 

3．6 GK の指示対象者の人称と GK好意度の関係 

Fig8 は GK が指示を展開した指示対象者の人称と GK 好

意度の関係を示したものである。指示対象者の人称の度数の

分布を χ2検定にて検討したところ，3 群間の度数の分布に有

意な差が認められた（χ2=12.31，df=2， p<0.01）。3 群ともに

「ボールに間接関与」した選手に対する指示が 30%前後で

あるのに対し，「ボールに直接関与」した選手に対する指示

は 60～70%程度の割合を示しており頻度が高い結果であっ

た。3 群間を比較すると，GK 好意度下位群は GK 好意度上

位群，中位群と比較して，「ボールに間接関与」した選手に

対する指示の割合がやや高い傾向であった。 

3．7 GK の攻撃に関わる指示内容と GK 好意度の関係 

Table5 は指示のタイミング別にみた GK の攻撃に関わる

指示内容と GK 好意度の関係を示したものである。攻撃に関

わる指示内容の度数の分布を χ2 検定にて検討したところ，

On Play の 3 群間の度数の分布に有意な差が認められた。ま

た，Off Play においても 3 群間の度数の分布に有意な差が認

められた。On Play における 3 群を指示内容の項目ごとに比

較すると，3 群ともに「直接的プレー要求」が最も高い割合

を示したが，GK 好意度上位群は「直接的プレー要求」が

60.8%であり，GK 好意度中位群（48.2%），下位群（40.8%）

よりも高い割合を示した。その他の項目は 3 群ともに低い

割合で分散する傾向であったが，「GK バックパス要求」は

GK 好意度上位群が 9.2%であるのに対し，GK 好意度中位群

が 16.5%，下位群が 33.3%であり，GK 好意度が低い群ほど

高い割合を示す傾向であった。Off Play における 3 群を指示

内容の項目ごとに比較すると，GK 好意度上位群は「直接的

プレー要求」が 27.6%とやや高い割合を示したが，GK 好意

度中位群は 12.0%，下位群は 4.0%と低い割合であった。ま

た，「パス受取要求」と「ポジション修正」は 3 群ともに中

程度から高い割合を示したが，GK 好意度上位群の割合が，

中位群，下位群と比較してやや低い傾向であった。その他の
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項目は低い割合で分散する傾向であった。 

 

3．8 GK の守備に関わる指示内容と GK 好意度の関係 

Table6 は指示のタイミング別にみた GK の守備に関わる

指示内容と GK 好意度の関係を示したものである。Table4 の

守備に関わる指示の分類では「FK 壁の作成」という項目を

示していたが，分析したゲームによってはフリーキックとい

う現象がないゲームも複数あったため，本分析からは除外し

た。守備に関わる指示内容の度数の分布を χ2 検定にて検討

したところ，On Play の 3 群間の度数の分布に有意な差が認

められた。Off Play の 3 群間の度数の分布には有意な差は認

められなかった。On Play における 3 群を指示内容の項目ご

とに比較すると，3 群ともに「アプローチ」が最も高い割合

を示した。その他の項目は 3 群ともに低い割合で分散する

傾向であったが，「GK 捕球・クリア」は GK 好意度上位群が

5.8%であるのに対し，GK 好意度中位群が 7.7%，下位群が

10.1%であり，GK 好意度が低い群ほど割合が少し高い傾向

であった。また，「ポジション修正・確認」については GK 好

意度上位群が 15.6%であるのに対し，GK 好意度中位群が

9.9%，下位群が 10.8%であり，GK 好意度上位群の割合が少

し高い傾向であった。 

 

§4 考察 

4．1 GK の発語と指示の検討 

GK の発語と指示内容は，山口 12）を参考に丸山 15）が作成

した GK の発語の分類結果と指示の分類結果を基準にして

分類した。GK の発語については，「指示」が非常に大きい割

合を占め，次いで「ナイス！」「サンキュー！」などの「賞

賛」が高い割合を示した。この結果は U-11 年代を対象に調

査した丸山 15）の報告と同様であった。川原 2）はサッカーゲ

ーム中の GK のコーチングとして，味方への助言とともに，

味方を褒めたり奮い立たせたりすることの重要性を指摘し

ている。U-12 年代の GK も「指示」や「賞賛」の割合が高

く，発話の内容についてはシニア年代で求められる GK のコ

ミュニケーション内容と同様な傾向であることがうかがえ

た。GK の指示について，攻撃に関わる指示の分類は，「直接

的プレー要求」の割合が半数以上を占め，「ポジション修正」，

「パス受取要求」，「GK バックパス要求」の順でやや高い割

合を示した。この結果は丸山 15）の報告と一致し，U-12 年代

では攻撃時にボールを保持している選手に対して，「前向け

る！」などプレーの選択を助言するような指示を展開する頻

度が非常に多く，攻撃時にボールに直接関与していない（ボ

ールを保持していない）選手に対する指示は相対的に少ない

傾向であった。守備に関わる指示の分類は，「アプローチ」

の割合が 4 割以上を占め，「ポジション修正・確認」，「マー

ク確認」の順でやや高い割合を示した。この結果は丸山 15）

の報告と一致し，U-12 年代では守備時にボールに最も近く

に位置する選手（ファーストディフェンダー）に対して，「前

で！（ボールを奪え）」や「厳しく！（アプローチしろ）」な

どボール奪取に関わるプレーの選択を助言，または強化する

指示を展開する頻度が非常に多く，守備時にボール周辺に位

置しない，ボールから離れた位置にポジションをとる選手に

Table5. Relationship between the positive feelings towards a goalkeeper and the instructions related to offensive play 

指示の
タイミ
ング

GK好意度
直接的プ
レー要求

パス受取
要求

ポジショ
ン修正

周囲情報
提供

GKバック
パス要求

セカンド
ボール反

応

心理的負
担軽減

キッカー
指名

χ2値 df p値

GK好意度上位群 60.8 8.9 10.1 3.1 9.2 3.8 4.1 0.1

GK好意度中位群 48.2 5.3 7.1 18.8 16.5 2.4 1.8 0.0

GK好意度下位群 40.8 5.0 14.2 5.0 33.3 1.7 0.0 0.0

GK好意度上位群 27.6 26.8 37.0 2.4 1.6 0.0 0.8 3.9

GK好意度中位群 12.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

GK好意度下位群 4.0 48.0 42.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0

141.30 14 p＜0.001

22.43 12 p＜0.05

On
Play

Off
Play

指示の
タイミ
ング

GK好意度
アプロー

チ
クリア

GK捕球・
クリア

ポジショ
ン修正・

確認

マーク確
認

セカンド
ボール反

応

コース限
定

競り合い
要求

χ2値 df p値

GK好意度上位群 52.1 8.6 5.8 15.6 10.9 3.0 1.0 2.9

GK好意度中位群 59.2 6.0 7.7 9.9 10.2 0.4 3.2 3.5

GK好意度下位群 51.1 5.8 10.1 10.8 10.1 5.8 3.6 2.9

GK好意度上位群 4.5 1.0 0.0 47.2 46.5 0.7 0.0 0.0

GK好意度中位群 3.7 1.9 1.9 33.3 59.3 0.0 0.0 0.0

GK好意度下位群 6.1 0.0 0.0 33.3 60.6 0.0 0.0 0.0

36.75

12.77

14 p＜0.001

10 n.s.

On
Play

Off
Play

Table6. Relationship between the positive feelings towards a goalkeeper and the instructions related to defensive play 
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対した指示は相対的に少ない傾向であった。 

 

4．2 GK の発語・指示数と GK 好意度の関係の量的検

討 

GK の平均発語数や平均指示数と GK 好意度の関係をみる

と，発語数，指示数，攻撃に関わる指示数，守備に関わる指

示数のいずれにおいても GK 好意度上位群の値が，GK 好意

度中位群，下位群と比較して高い傾向であった。上原・梅野

11）は小学校 5・6 年生児童の体育授業における児童の言語的

相互作用について品詞分析による解明を試みている。その結

果，児童の体育授業に対する愛好的態度の評価から 2 分さ

れた上位群と下位群を比較したところ，すべての品詞におい

て上位群ほうが下位群よりも使用頻度が多い結果であった

ことを報告している。本研究においても，GK に対する愛好

的態度が高い上位群のほうが，愛好的態度が低い中位群，下

位群よりも，発話数や発話に内包された指示数が多い結果で

あり，上原・梅野 11）の報告と一致した。 

 

4．3 GK の指示と GK好意度の関係の質的検討 

GK の指示対象ポジションや指示対象エリアと GK 好意度

の関係をみると，指示対象ポジション・エリアともに，GK

好意度下位群は上位群，中位群と比較して DF や D-Third と

いった GK の近くに位置する選手や地域に対して指示を展

開する頻度が多い傾向であった。この結果は，U-11 年代 GK

の指示の実態について，GK 未経験群は GK 経験群と比較し

て DF や D-Third に指示する頻度が多いという丸山 15）の報

告と近似した傾向であった。運動・スポーツ経験とスポーツ

に対する有能感，愛好度の関係性は数多く報告されており 18）

19）20），丸山 10）も U-12 年代サッカー選手は GK 経験の有無

によって，GK 好意度に関わる GK 有能感や GK に対する精

神的な苦手意識が影響を受けることを報告している。これら

の先行研究や，Table1 に示すように GK 好意度と GK 経験に

は中程度の相関が示されていることから，GK 経験の有無と

GK 好意度は相互に関係している可能性が考えられた。 

 また，Harter，S．21）は子どもの内発的動機づけと有能感

は深く関係していると述べており，岡沢ほか 22）も内発的動

機づけに関わる運動有能感は，特に小学生において「身体的

有能さの認知」が深く関わっていることを報告している。そ

して，運動有能感の低さは運動嫌いの生成機序の一つである

とされている 23）。GK 好意度下位群の指示が DF や D-Third

に偏る傾向がある理由の 1 つとして，GK 好意度下位群は

GK をプレーすることに対する内発的な動機付けが低いこ

とから，自身から遠くに位置する選手や地域に対して積極的

に指示を展開する意欲が低く，ゴールを守るという GK とし

ての最低限の役割としての指示が，自身が守備すべきゴール

近辺に対する指示に偏っていた可能性が考えられた。 

次に，GK の指示のタイミングと指示対象者の人称につい

て検討する。まず，指示のタイミングでは Off Play について，

GK 好意度下位群が GK 好意度上位群，中位群と比較してや

や高い割合を示した。Off Play はプレーが止まっている攻守

のセットプレー時など指示が比較的展開しやすい状況下で

ある。Fig4 で示したように，GK 下位群は指示数が上位群，

中位群と比較して少なく，指示を展開することに消極的な傾

向がうかがえたが，指示のタイミングにおいても，プレーが

継続しており多様な運動動作と判断が求められる On Playの

指示は，上位群，中位群よりもやや消極的になり，Off Play

という指示が展開しやすい状況下では，上位群，中位群より

も指示の割合がやや増した可能性が考えられた。指示対象者

の人称については，GK 下位群の「ボールに間接関与」した

選手に対する指示が，上位群，中位群よりもやや高い割合を

示した。「ボールに直接関与」は，攻撃時にはボールを保持

した選手，守備時にはボールの一番近くに位置するファース

トディフェンダーと定義し，「ボールに間接関与」はボール

の攻守ともにボールに直接関与せずに，ボールから離れた地

域に位置する選手と定義していた。したがって，「ボールに

間接関与」した選手に対する指示の質は，より広い視野の確

保や，その視野から得た情報をもとに次のプレーの予測，思

考，判断が伴うことが多く，「ボールに直接関与」した選手

に対する指示よりも相対的に難易度が高いものと思われる。

しかしながら，GK 好意度下位群の方が上位群，中位群より

も質の高い指示を展開する傾向が強いとは考えにくい。この

結果は，Fig7 で示した指示のタイミングと関係している可

能性考えられる。GK 下位群は Off Play の指示の割合が他の

群と比較してやや高かった。つまり，攻守ともにプレーが停

止したセットプレー時の指示の割合が高かったものと思わ

れる。セットプレー時の指示は，特に守備時のセットプレー

において，ボールから遠くに位置する選手に対して「マーク

確認」や「ポジション修正・確認」を指示することが多い。

攻撃時のセットプレーおいても効果的に攻撃を完結するた

めに「ポジション修正」を指示する頻度が高いと思われる。
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したがって，今回の GK 好意度下位群の「ボールに間接関与」

した選手に対する指示の割合が他群よりもやや高かったこ

とは，Off Play の指示の割合が他群よりも高かったためと推

測することができた。 

 

4．4 GK の指示内容と GK好意度の関係の質的検討 

GK の攻撃に関わる指示内容と GK 好意度の関係を指示の

タイミング別にみると，On play においては 3 群ともにボー

ルを保持した味方選手（ボールに直接関与した選手）に対し

て「前向ける！」「（ドリブルで）抜け！」などのプレーを要

求する「直接的プレー要求」が高い割合を示した。一方，「パ

ス受取要求」や「ポジション修正」という「ボールに間接関

与」した選手に対する指示は低い割合であった。アロウェイ

ほか 24）は，人間が情報を頭の中にとどめ，意識して情報を

操作し，その情報に取り組み，計算，変換といった処理を実

施し，その情報に関する決断を下す能力をワーキングメモリ

と呼称している。そしてアロウェイほか 24）によれば，高学

年児童はワーキングメモリ課題に対して前頭前野（ワーキン

グメモリの基盤をなす部位）に活性化が見られず，成人が同

時に 6 つの情報を処理できるのに対し，子どものワーキン

グメモリは 2 つから 3 つの情報しか処理できないと述べて

いる。本研究結果の攻撃に関わる On Play の指示は，GK 好

意度に関わらず「ボールに直接関与」した選手に対する「直

接的プレー要求」の割合が高く，「ボールに間接関与」した

選手に対する指示は少ない傾向であった。「ボールに間接関

与」した選手に対する指示は，プレーが継続している状況下

（On play）においては，サッカーの運動動作と並行しつつ，

より広い視野の確保や状況の観察，予測，判断など一度に複

数の情報処理が求められる指示である。したがって，高学年

児童の年代である U-12 年代 GK が保有する情報処理能力に

とっては，ボール近辺の少ない視覚情報から判断が下しやす

い「ボールに直接関与」した選手に対する指示が展開しやす

く，On play の「ボールに間接関与」した選手に対する指示

は難易度か高い可能性が考えられた。また，「GK バックパ

ス要求」については GK 好意度が低い群ほど高い割合を示す

傾向であった。Table1 に示すように，GK 好意度が低いグル

ープは GK 経験が少なく，日常的にはフィールドプレーヤー

であったことが考えられた。したがって，GK 好意度下位群

や中位群はサッカーのゲームの中で，GK ポジションをプレ

ーしつつもフィールドプレーヤーとしてのプレーを選択す

る頻度が高く，足でバックパスを受ける頻度が高かったこと

が考えられた。 

 攻撃に関わる指示内容の中で，Off Play については On Play

と比較して 3 群ともに「直接的プレー要求」の割合が低くな

り，「パス受取要求」と「ポジション修正」の割合が高まる

傾向であった。U-12 年代において，プレーが停止している

Off Play であれば、ボールから視線を外してより広い地域か

ら視覚情報を獲得することで，次のプレーの予測や問題の解

決方法の思考，判断，伝達という複雑な情報処理が可能とな

り，「ボールに間接関与」した選手に対する指示を展開でき

ることが考えられた。ただし，GK 好意度上位群は Off Play

であっても他の 2 群と比較して「直接的プレー要求」の割合

が高かった。上述の結果に示す通り，GK 好意度上位群は量

的には中位群，下位群よりも積極的に指示を展開するが，そ

の差は「ボールに直接関与」した選手に対する指示量の多さ

によって導かれたものであり，「ボールに間接関与」した選

手に対する難易度が高い指示は，少なくとも指示内容の度数

の分布には大きな差がないことがうかがえた。 

次に，GK の守備に関わる指示内容と GK 好意度の関係を

指示のタイミング別にみると，On Play については 3 群間に

有意な差が認められたが，Off play については差が認められ

なかった。On play においては，ボールの最も近くに位置す

る守備者であるファーストディフェンダー（ボールに直接関

与した選手）に対して，「前で！（ボールを奪え）」「厳しく！

（アプローチしろ）」などのプレーを要求する「アプローチ」

が 3 群ともに高い割合を示し，いずれも 50%を超えた。一方

で，「ボールに間接関与」した選手に対する指示である「ポ

ジション修正・確認」や「マーク確認」は 3 群ともに 10%程

度の割合であった。この傾向は，攻撃に関わる指示内容と同

様であった。守備に関わる指示内容についても，U-12 年代

にとってはボール近辺の守備者を中心に，少ない視覚情報か

ら判断が下しやすい「ボールに直接関与」した選手に対する

指示が展開しやすく，ボールから遠方に位置する守備者や地

域に対する「ボールに間接関与」した選手への指示は，より

複数の情報処理を要求されるために困難である可能性がう

かがえた。また，「オッケー、キーパー！（自ら捕球）」や「い

いよ！（自らクリア）」などで構成された「GK 捕球・クリア」

は，GK 好意度が低い群ほど高い割合を示す傾向であった。
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このことは，攻撃に関わる指示内容における「GK バックパ

ス要求」と同様の傾向であった。すなわち，GK 好意度が低

いグループは日常的にはフィールドプレーヤーであるケー

スが多かったことから，GK ポジションに限らずフィールド

プレーヤーの一員としてプレーを展開する中で，味方ディフ

ェンスラインの裏のスペースを守備する意識が高かったこ

とが考えられた。一方で，Off Play においては 3 群ともに On 

Play と比較して「ボールに直接関与」した選手に対する指示

（アプローチ，クリア，セカンドボール反応，コース限定，

競り合い要求）の割合が低くなり，「ポジション修正・確認」

と「マーク確認」という「ボールに間接関与」した選手に対

する指示の割合が高まる傾向であった。このことも，攻撃に

関わる指示内容と同様の傾向であった。すなわち，守備にお

けるセットプレーなどプレーが停止している Off Play であ

れば，GK にはボールから視線を外す時間が十分に与えられ，

On play よりも GK が多くの視覚情報を獲得できる。そうす

ることで，次の相手のプレーの予測や守備の対応方法を思考，

判断，伝達など複雑な情報処理を可能とし，GK が「ボール

に間接関与」した選手に対する指示を展開することを容易に

していることが考えられた。 

 

§5 総括 

本研究は，我が国の GK 育成の課題の一つである GK 希望

者の拡大という普及的視点に立ち，GK をプレーすることに

対する積極性を示す GK 好意度と，サッカーゲーム中におけ

る GK の戦術的な役割の一端を担い，戦術的思考が集約さ

れて現れる「指示」に着目し，U-12 年代 GK の GK 好意度

とサッカーゲーム中に展開する GK の発話及び指示の関係

を量的・質的に検討することを目的とした。サッカーゲーム

の映像とゲーム中の GK の発話を同期させて作成した分析

素材の映像・音声分析と，GK をプレーした選手を対象とし

た面接調査から以下のような結果が得られた。 

U-12 年代 GK の発話の分類では，「指示」が最も高い割合

を示し，次いで「賞賛」が高い割合を示した。また指示の分

類では，攻撃は「直接的プレー要求」，守備は「アプローチ」

という「ボールに直接関与」した選手に対する指示が高い割

合を示した。 

GK の発語数，指示数については，GK 好意度上位群が，

中位群，下位群と比較して発語数，指示数，攻撃に関わる指

示数，守備に関わる指示数ともに指示の量が多い傾向が示さ

れた。 

GK の指示と GK 好意度の関係を質的に検討すると，指示

対象ポジション・エリアともに，GK 好意度下位群は上位群，

中位群と比較して DF や D-Third といった GK の近くに位置

する選手や地域に対して指示を展開する頻度が多い傾向で

あった。その理由として，GK 好意度下位群は GK をプレー

することに対する内発的な動機付けが低いことから，自身か

ら遠くに位置する選手や地域に対して積極的に指示を展開

する意欲の低さが関係していることが考えられた。指示のタ

イミングと指示対象者の人称については，GK 好意度下位群

が GK 好意度上位群，中位群と比較して Off play と「ボール

に間接関与」した選手に対する指示の割合がやや高い傾向を

示した。GK 好意度下位群は，上位群と比較してプレーが進

行している On Play においては指示が消極的になることと，

GK 好意度下位群の Off Play の指示の割合が上位群と比較し

て多いことが，「マーク確認」や「ポジション修正・確認」

などの「ボールに間接関与」した選手に対する指示の多さに

影響していることが考えられた。 

GK の指示内容と GK 好意度の関係を質的に検討すると，

On play における指示内容は 3 群ともに，攻撃に関わる指示

では「直接的プレー要求」，守備に関わる指示内容では「ア

プローチ」という「ボールに直接関与」した選手に対する指

示の割合が多く，Off play であれば，攻撃に関わる「パス受

取要求」「ポジション修正」や，守備に関わる「マーク確認」

「ポジション修正・確認」といった「ボールに間接関与」し

た選手に対する指示割合が高まる傾向であった。これらの結

果は GK 好意度群間で大きな差が認められなかったことか

ら，GK 好意度に関わらず，攻守の指示ともに U-12 年代 GK

が保有する情報処理能力にとっては，情報処理が比較的容易

な「ボールに直接関与」した選手に対する指示が展開しやす

く，On play に「ボールに間接関与」した選手に対する指示

は難易度か高い可能性が考えられた。 

以上のように本研究における調査では，U-12 年代 GK が

ゲーム中に展開する指示は，GK 好意度が高い選手ほど指示

の量は積極的である傾向を示したが，特に「ボールに間接関

与」した選手に対する指示の質に着目すると，GK 好意度群

間には大きな差は認められないことが明らかとなった。した

がって，GK 希望者の拡大という視点に立つと，U-12 年代に
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おける GK 育成では，サッカーゲーム中の大半を占める GK

が直接ボールに関与しない時間において，GK は指示という

戦術的な役割を積極的に展開する必要があることを認識さ

せることで，GK をプレーすることに好意的な態度を形成さ

せる一助となることが考えられた。また，GK をプレーする

ことに好意的な態度を示す選手に対しては，より広い地域か

らの視覚情報の獲得，予測，次のプレーの選択（判断，決断）

をプロセスに，「ボールに間接関与」した選手に対する質の

高い指示を要求することで，導入期の GK 育成の一助となり

得ることが期待できた。 

ただし，本研究においては調査対象者数が 46 名と十分で

はなく，ノンパラメトリックな統計手法を用いる必要があっ

た。また U-11 と U-12 の対象者数や GK 好意度群間での対

象者数に偏りがあった。今後，さらに調査対象者を増やした

データの収集が課題として残されている。 

 

付記 

本研究にご協力していただいた山陽地区の少年サッカー

クラブの皆様に心より感謝いたします。なお，本研究を行う

にあたり，平成 28年～30年度科学研究費補助金若手研究（B）

研究課題：サッカーにおける育成年代ゴールキーパーの「コ

ーチング能力」の形成に関する基礎研究，課題番号 16K16554

の助成を受けました。 
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