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 特集①
日本代表、
2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ出場！

「世界ベスト4」に向けて
対談：岡田武史日本代表監督・小野剛技術委員長（育成担当）

特集②
FIFA コンフェデレーションズカップ
南アフリカ 2009 JFA テクニカルスタディ
特集③
8人制サッカーを考える
2009 ナショナルトレセン U-14（前期）
国内大会視察報告 JFAプレミアカップ 2009
連載 キッズドリル・第 27 回
連載 一語一会
活動報告　目指せ世界のトップ 10
GK プロジェクト活動報告
JFA アカデミー活動報告
モデル地区トレセン訪問記
各地のユース育成の取り組み
47FA ユースダイレクター研修会報告
47FA チーフインストラクター研修会報告
連載 トレーニングの発展
連載 My Favorite Training
連載 育成の現場をたずねて…
海外で活躍する指導者⑪
連載 JFA フィジカルフィットネスプロジェクト
2009JFA 女子委員会重点施策、ナショナルトレセンコーチ新体制
連載 審判員と指導者、ともに手を取り合って…
公認キッズリーダーチーフインストラクター研修会報告
公認キッズリーダーインストラクター養成研修会報告
技術委員会刊行物・販売案内
A MEETING PLACE FOR READERS AND JFA
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　「プレミアカップ」は、1993年にヨーロッ
パでスタートした大会で、1997年からヨー
ロッパ、アジア、北米、南米、アフリカの
各地区代表クラブが世界の頂点を目指して
対戦する世界大会へと発展したものである。
日本においては、今年で12回目の開催と
なり、7月31日より始まる『マンチェスター・
ユナイテッド・プレミアカップ・ワールド
ファイナルズ』への出場権を懸け、各地域
を勝ち上がった12チームにより争われる
大会である。
　参加チームの地域別内訳は、以下の通り
だった。北海道：1チーム、東北：1チーム、
関東：2チーム、北信越：1チーム、東海：
2チーム、関西：1チーム、中国：2チーム、
四国：1チーム、九州：1チーム。
　3ブロックに分けた4チームによるリー
グ戦を行い、1位3チームと2位の成績上
位1チームの計4チームによる決勝トーナ
メントを行い、勝者を決定した。1995年
1月1日以降生まれによる大会であり、中
学3年生の早生まれも参加できる大会であ
る。

　しかし世界大会は、もう1歳上のカテゴ
リーで行われるために、今大会に出場した
カテゴリーで臨むとまったく歯が立たない。
今まで出場したチームは、夏季の国内大会
と日程が重なるために万全のチームで臨め
ない現状があり、世界の壁の高さを実感さ
せられるばかりであった。

　予選リーグ1位で勝ち上がったガンバ大
阪ジュニアユース、JFAアカデミー福島、
清水エスパルスジュニアユースと2位の上
位の名古屋グランパスU15の4チームで決
勝トーナメントが争われた。決勝戦ではガ
ンバ大阪が名古屋グランパスを1-0の接戦
で破り、一昨年に続いて優勝を果たした。

U-14年代に求められるサッカーとは？
サッカー選手としての基本の徹底『Football
のできる選手の育成』（前育成）
　この年代は、サッカー選手として完成期
に入る前の前育成である。

　後に迎える「甘えの許されない世代」に
入る前に、この年代までに習得しておかな
ければならない基本がたくさんある。この
ことからもベースの獲得を犠牲にしてまで
行われる大会や試合は、この年代には存在
してはならない。今回テクニカルスタディ
グループ（TSG）では、前育成の年代であ
る大会として各チームおよび個々の選手が
必要なベースをどの程度身につけているか
分析してみた。

（1）攻撃・組み立て
　ほとんどのチームが、組み立ての意識を
持ちながらプレーしていた。昨年の大会と
比較しても、ボールを大切にして組み立て
を志向する傾向が着実に定着してきている
ように感じた。しかし、まだプレッシャー
の早いチームと対戦するとロングボールが
増え、単発の攻撃が増えてしまうチームが
多いのも事実である。特にプレッシャーが
掛かると、横パスやバックパスが増えて、
質の高い縦へのボールが入らず、ボックス
へなかなか入れずに崩しの場面をつくれな
いチームが多かった。
　課題は、ボールを受ける前の準備に集約
されてくる。動きながら周り（味方、相手、
スペース）を観てプレーできる選手、動き
ながらボールを受けてもぶれない技術を
持っている選手、動いている選手に精度の
高いパスを出せる選手は、世界と比較する
とまだ少ない。

①パスとドリブルによるしかけ
　組み立てを志向すると、どうしてもパス
が優先されて、ドリブルでの持ち上がりや
しかけの判断に課題が出るチームが多かっ
た。そんな中、優勝したガンバ大阪は、ド
リブルとパスの選択肢をしっかりと持ち、
周りの選手もサポートをしっかりと行い、
選択肢を確保しながらプレーしていた。

②組み立てに必要な動きの中でのスキル
　組み立てを志向する傾向が高くなってき Jリーグフォト（株）

1. 大会概要

2. 大会結果

3. 大会全般

【報告者】足達勇輔（ナショナルトレセンコーチ）

国内大会視察報告
JFA プレミアカップ 2009
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たが、判断を伴ったパスの質、サポートの
質が次の課題としてクローズアップされて
きた。ボールを奪うべくプレッシャーをか
けるチームが増えて、より高いスキルが必
要になってきている傾向は、好ましい方向
性であることは言うまでもない。

③関わりの質
（自らアクションする力・質の高い選択肢）
　ゲームを組み立てる質は、周りの選手の
関わりの質に左右されてしまう。この点で
は、傾向が大きく二分された。一つは、GK
を含む全員が攻守に関わりを持ち続ける
チーム。もう一つは、ポジションによる役
割での分業である。ほとんどのチームは、
攻撃面ではサイドバックがオーバーラップ
してチャンスを演出していたり、MFの選
手がFWを追い越してチャンスに顔を出す
ことで、積極的に関わっていた。しかしい
くつかのチームは、攻撃と守備をポジショ
ンによる分業で行っていた。このようなチー
ムは、攻撃時の選択肢が少なく、確実に組
み立てを行えず、最終的にはロングボール
で単発的な「個」に頼った攻撃しかできて
いなかった。関わりのあるチームの中でも、
相手の変化を観て柔軟に対応できている
チームと型にはめてパターンを頼りに関わ
りを要求しているチームに分かれた。

（2）守備・ボールを奪いに行く力、
　　 カバーリング能力
　守備に関しては、この1年でどのチーム
もボールを奪いに行くことにトライする傾
向が強くなった。攻撃から守備への切り替
えの速さは、かなり指導の跡がうかがえた。
また、相手陣から積極的に奪いに行く姿勢
と関連することとして、カバーリングに多
少課題を抱えているチームもあった。
　しかし、この課題はボールを奪いに行く
ことにより生じている次の課題であること
を考えると、ボールを奪いに行くことによ
り、守備、攻撃の両面に効用があると感じた。
　残念なことにディフェンスラインの後方
にスイーパーを置いて、全く攻撃に関わり
を持たないディフェンスラインで闘ってい
るチームも1チームあった。

（3）ベンチ・審判の関わり
　全体的に選手の判断を奪うサイドコーチ
ングかノーコーチングのチームが多かった。
選手の判断を奪わず、尊重して必要なこと
を考えさせるシンクロコーチングは、まだ
ベンチの課題である。
　ベンチと審判との協調は、非常にスムー
ズであったと感じた。ベンチ、審判もお互
いに選手がプレーを続ける意志を尊重し、
また続けることを促していた。笛の鳴る回

数も少ない試合が多く、審判も笛を多用せ
ずに言葉で注意をすることを心掛けていた。

（4）選手の出場時間
　大会競技規則上、選手の交代は7名まで
可能で、再入場も可というルールであった
が、そのルールを戦術的に用いたチームは、
ごくわずかであった。この点は、それぞれ
の指導者に競技規則の意味が浸透したこと
を示唆している。しかしその反面、出場が
10分以内の選手は30名（全体の14％）、
25分以内（全体の22％）の選手は47名
いた。7名の交代が認められているにもか
かわらず、これだけ出場時間の少ない選手
がいることは、この年代の大会のあり方を
再考する必要があるように感じてならない。

（5）U-14年代の選手に対する指導者の 
　　 役割とは？
　プレーしている自チーム選手、相手選手、
相手ベンチ、レフェリーは、すべて試合を
構成する仲間である。残念ながらいくつか
のチームで育成の現場にはふさわしくない
判断を奪うサイドコーチングや、懸命にプ
レーしている選手をハーフタイムに罵倒し、
精神論をかざして何も具体的な指示もせず
に後半のピッチに送り出すような光景がま
だ見受けられた。指導者が育成現場でのフェ
アプレーを理解し、率先して行動すること
を切に願う。なぜならわれわれの現場は育
成で、選手の将来に触れているのだから…。

 Jリーグフォト（株）

 Jリーグフォト（株）

JFA PREMIER CUP 2009



キッズドリル紹介
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1
キッズドリル紹介
連載第27回

＜方法＞
・ 4人 1組
　おに 1人、ターゲット（逃げ役：A）1人を決める。
・おに以外の3人は手をつなぎ、B、C は A がつかまらな
　いように協力して動く。
・時間を決めて（20秒〜45秒程度）、おに、ターゲットを
　交代しながら行う。

＜発展＞
（1）ターゲット（A）がボールを取られないようにドリブル
　　キープ。おには A からボールを奪う。
　　※時間は多少長めに。

（2）おにがターゲットにボールを投げて（キックして）当
　　てる（ B、C はじゃまをする）。

（3）手をつなぐ人数やターゲットの数を変える。

〔キーファクター〕
・コミュニケーション　 　・観る
・駆け引き　　　　　　　　・ 体の使い方
・コーディネーション（ステップ）

トン トン パッ

三角おに

2 ＜方法＞
・4 〜 6人1 組で、1人ボール1個を持つ。
・トントンとボールを地面に 2回ついた後、隣りの人のボー 
　ルを落とさずにキャッチする（左右両方）。

＜発展＞
（1）棒を使って、棒を倒さないように。
（2）棒を1人 2 本にして同様に。
（3）1人飛ばしてボールを取る。
（4）一列に並び、矢印のように移動して行う（難しい場合　
　　はボールの数を減らす）。

（5）上記（1）〜（4）の組み合わせ。

〔キーファクター〕
・コミュニケーション
・コーディネーション（素早い動き、ボール感覚）
・ボールフィーリング

おに

A
B

C

（2009 キッズリーダーインストラクター研修会 改）
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ⓒ Jリーグフォト㈱

子どもたちは本来プレーしたい、
ゴールをしたい、ボールを奪いたい。
本来持っているものをそぎ落とさな
いで大事に育てていきたい。

一語一会

小野 剛

子どもたちは本来プレーしたい、
ゴールをしたい、ボールを奪いたい。
本来持っているものをそぎ落とさな
いで大事に育てていきたい。

小野 剛第6回フットボールカンファレンスより

一語一会

小野 剛（ JFA育成担当技術委員長）



活動報告

　6月13日〜23日／ブルキナファソ

アクションサッカーの追求
「選手全員がゲームに関わり続ける」
〜全員攻撃・全員守備〜

 〈 切り替え〉
○ボールを失ったらすぐに奪い返す
　休まない・守備ラインを下げない
○ボールを奪ったら全員がアクションをすぐに起こす
　キーパーキャッチも含め素早くポジションをとる、アクションを

起こす
○セットプレーを早くする、早くさせない
　ゴールキック、スローイン、コーナーキック、フリーキックetc

 〈 攻撃〉
○攻撃の優先順位を共有
　相手ゴールを目指す・前にボールを運ぶ・前線に起点をつくる
○リスクを冒して点をとりに行く
　シュートを狙う・クロスの入り方・ペナルティーエリア内での動

き
○常に数的優位をつくる
　守備のポジションの選手でも効果的に攻撃参加する・選択肢を増

やす

 〈 守備〉
○ポジショニング
　それぞれのポジションを早くとり、ボールを奪いに行く・チャレ

ンジ＆カバー

○前線からの守備
　後ろに人を余らせない・プレスバック
○コンパクト
　常にボールにプレッシャーを掛ける
○リスク管理
　相手のカウンターを受けない備え・ポジショニング

 〈 その他〉
○プレーを続ける
○自分たちで問題を解決する姿勢を持つ

　10月に行われるFIFA U-17ワールドカップ ナイジェリア2009
に出場する24チームも決まり、大会の抽選会も8月上旬に行われ
ることが決定した。その大会に向けてのシミュレーションとしてア
フリカ・ブルキナファソ遠征を行った。
　今回の遠征では、大きく2つの目的を持って臨んだ。1つはFIFA 
U-17ワールドカップが開催されるナイジェリアの隣国ブルキナ
ファソで、気候や生活環境を体感することにあった。6月と10月で
は若干、気候の変化はあるが、実際に現地でのトレーニング、試合
を経験することで環境への順応を図った。もう1つは、アフリカ独
特のサッカーに触れることであった。身体能力の高い対戦相手に対
して、どのように自分たちのサッカーをしていくことができるかを
確認することであった。
　今回の遠征での3試合目には、本大会出場が決まっているU-17ブ
ルキナファソ代表との試合も行った。今年に入っての国内キャンプ
でのトレーニングゲームの多くは、1人の1試合の出場時間を45分
に抑え、短い時間の中で攻守に関わり続けることを実施していった
が、この遠征では1人の選手の出場時間を長くして交代選手をなる
べく最小限に抑え、90分を意識しての試合を経験していった。本
大会では人工芝での試合が予想されるので、この遠征でもトレーニ
ングと試合の多くを人工芝で行った。
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U-17 日本代表
ブルキナファソ遠征

【報告者】池内豊（U-17日本代表監督）

1. 日程・場所

3.キャンプ・遠征の狙い

2. チームコンセプト

©AGC/JFAnews
U-15 日本代表 vsU-15 ベトナム代表より

目指せ！
世界のトップ10



6月16日　16:00キックオフ／90分
vs ASFAクラブ　1-0（前半1-0）

6月17日　16:00キックオフ／90分
vs E.S.O　3-0（前半0-0）

6月19日　16:00キックオフ／90分
vs U-17ブルキナファソ代表　1-0（前半1-0）

　遠征では3試合を行った。ピッチ上では気温が40度を超える中で
の試合もあった。また、この時期の現地は雨期にあたり、湿度も高
い中での過酷な環境でのトレーニングと試合も多かった。しかし、
ホテルでの食事や生活環境は意外と問題がなく、サッカーに集中す
ることができて大きく体調を崩す選手もいなかった。多くの選手が
1試合もしくは2試合を経験した中で、身体能力の高い相手選手に
対して試合の中や試合を重ねながら順応していった。
　守備においてはボールを失った後の切り替えのスピードが上がっ
てきており、また前からの守備意識も高くなってきている。3試合
を失点0に抑えたことからも、守備に成果があったことが分かる。
しかし、1試合を通して何回か相手にスペースを与えることがあっ
た。ポジションに関係なく常にチャレンジとカバーを連続してい
き、相手にスペースを与えないこととリスク管理をしっかりするこ
とが課題であった。
　攻撃では特にGKからの配球がスピーディーにできるようになっ
てきた。前線に起点をつくることも全体の意識として上がってきて
いるが、突破の動きやクロスに対しての動きは時間帯によって少な
くなることが課題であった。対戦相手は意外と守備ラインを高く
キープし、組織的に守るチームがあった。また、守備組織をしっか

りし、奪ったボールをカウンターで攻撃してくるチームもあった。
そのような対戦相手に初めは戸惑いもあったが、試合の中で攻撃の
修正を自分たちでできるようになってきたことも成果であった。

　本大会のシミュレーションとして2カ月前から予防接種をし、準
備をしながらこの遠征が実現できたこと、また、選手の所属チーム
の公式戦がある中で選手を派遣していただいたチーム関係者にあら
ためて感謝したい。本大会での上位進出を目標に活動する中で、こ
の遠征は大切な位置づけだった。2日かけての移動、アフリカ独特
の暑さ、独特な生活環境など、選手はしっかりと順応を見せてくれ
た。また、決して恵まれた環境ではない中で生活しながら豊かな心
を持った現地の人々を見ることや触れあえたことは、サッカー選手
としてだけではなく、これからの人生においても大きな経験になっ
ただろう。現地の大使館関係者や現地で働く日本人の方々の応援も
彼らに大きな力を与えてくれた。世界に打って出るためにはまだ多
くの課題を残しているのは事実であるが、今回の遠征を土台とし
て、今後も日本の特長を生かしたサッカーの質と量の追求をしてい
きたい。
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5. 成果と課題

6.まとめ

4. 試合結果

U-15 日本代表
日メコン交流事業

【報告者】吉武博文（U-15日本代表監督）

　2009年5月30日〜6月5日／Jヴィレッジ

Dream（夢）：「世界に打って出る」
　⇒Goal（目標）：「ファイナリストになる」
　⇒Style（方法・やり方）：「全員攻撃・全員守備」〜いつでもどこ
　　でも数的優位〜
　⇒Concept（方向性・あり方）：共鳴〜決定機・インターセプト〜
　という方向性の中で、「決定機」とはGKと1対1になることを究極
的な終点とし、スペースを共有・共感して3人以上の選手が響き合
うことを目指したい。また守備では、刻々と変わる状況に応じてポ
ジション修正を繰り返しながら、3人以上で連携し「インターセプ

ト」を目指したい。

テーマ：ゲームを知る〜スペースを共有する〜
　　　 （アジアを知る）

（1）各種シミュレーション＆ルーティン作り2
　今回は日メコン交流事業の一環ということで大会的なムードもあ
り、大会参加の流れを体験しつつゲームに臨むルーティン作りの詳
細を確認することもテーマとした。

（2）コンセプトの共鳴を実現するための「数＝3」を実感する
　これまでの抽象的なキャンプの反省を生かし、目標値に具体的な
3という数字を示した。3人や3回、3本や三角形を意識し、共鳴の

1. 日程・場所

2. チームの目指す方向性

3. 第3回キャンプ（日メコン交流戦）の狙い
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基礎を築くこともテーマとした。

（1）トレーニング
　ゲームを知るというテーマを達成するために、特に攻撃＆守備ど
ちらにおいてもスペースがどこにあるのかを共有することを目指し
た。コアなトレーニングとなる「グリッドなしワンタッチパスの3
対1」と「3人が共鳴しながらボールを回すパス＆コントロール」、
「センターサークルを使ってパスとドリブルの選択肢を持ちながら
ボールを進める1＋3対3＋1」を基本として共通理解と共通行動を
狙った。そして、「基本ワンタッチパス」を目指しながら、3回動
き直すこと・突破は基本壁パスだが、ドリブルと3人目へ飛ばすパ
スのオプションを持つことも強調した。また、ゲームでのパフォー
マンスがあまりにも悪かったので、中盤からゴール前のディフェン
ス練習を急きょ入れた。

（2）ゲーム
　ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマーのU-15代表
チームとのゲームを通じ、アジアを肌で感じ⇒知ることを目指し
た。そして、ゲームの中で起きる「問題を自分たちで解決する」ス
タンスを貫いた。初戦のベトナム戦では裏とサイドのスペースを共
有し、見事に自分たちで解決できた。しかし、最終戦のミャンマー
戦では、裏のスペースを狙ってできる中盤のスペースを創ることが
できなかった、という自分たちでの問題解決は1勝1敗に終わった。
問題解決には欠かせない「考えを伝えること⇒そしてそれを受け取
り⇒相談すること」を繰り返すことを投げかけた。

（3）ミーティング
　アジアの国々の特徴ビデオや、ガンバ大阪の遠藤保仁選手からの
メッセージを使用しながら、今のままでは世界トップトップの選手
はいないのだから、「日常を変えること」を常にテーマとして、
ミーティングを進めた。
　また、選手たちの役割分担やルーティン作りとして、「命題：予
選の初戦でスタメンではなかったあなたは、①宿舎から会場まで②
会場到着からゲーム開始まで③ゲーム中④ゲーム終了後に、何が
できるのか？」というテーマでディスカッションした。「忘れ物を
しないように気をつける」「用具や水の準備等をする」「いつでも
100％のプレーができるように身も心も整える」などの発言が出
た。選手の口から「なんら特別なことではない、普通にすればいい
んだ！」とまとめ的な発言が出たのは、このキャンプがスムーズに
進む基礎となった。

（4）その他
　われわれスタッフ一同は、選手と「想い」のキャッチボールをし
たいという願いを持って接している。しかし、選手の「良さ＆特
長」を言い合う時間の中で、ほとんどの選手がチームメイトのこと
を語れない現状があった。選手同士の深いかかわりがあまりないと
いうことである。選手同士の信頼関係をつくれるようなキャンプの
ムードをつくりたい。

　今回のテーマである「スペースを共有し、サポートの質を上げ

る」ことをトレーニング・ゲーム・ミーティング等すべてにおいて
取り組んだ。
　攻撃においては、ボール保持者の状況に応じて「前でサポートす
るのか？または後ろでサポートするのか？」という本当に基本的な
ことが課題となった。そして細かな動き方として、直線的なサポー
トが多く「ためをつくる、ウェーブの動き、チェックの動き等」がで
きないことも合わせて課題となった。できない原因として、動き出
しの足をクロスしてスタートできないことも分かった。また、攻撃
のコンセプトは「基本ワンタッチパス」を目指しながら、一度のサ
ポートで終わらずに3回動き直すこと、突破は基本壁パスを狙いな
がらドリブルと3人目へ飛ばすパスの選択肢を持つこと、近くにい
る3人は三角形を保つことを強調した。意識はできたが、いつでも
どこでも誰とでも、というパフォーマンスまでには至らなかった。
　守備においては、ファーストディフェンダーには誰がなるのか？ 
①まずマーカーがボールを奪いに行く→②近い選手が行く→③気づ
いた選手が行く→そして④マーカー以外がプレスバックして奪う…
ということができない。本当に基本的なことが課題となった。そし
て「行く・行かない、ディフェンスラインから出る・出ない」、
「中盤での一番遠い選手がどこのスペースを埋めて強い塊をつくる
のか？」というサッカー理解が不十分であることが課題となった。
ディフェンスでの「数3」は、ファースト→セカンド→サードと
ボールを拾う準備をするという連携は時間帯によってはかなり実現
できた。しかし、もうひとつの提案、相手のパスを3本以内にイン
ターセプトするという投げかけは企画倒れに終わった。どのパスが
1本目になるのかを選手たちが決めて、3本を目標値にするという
取り組みであったが、スタートラインにやっと着いたという感じで
ある。次回に引き継ぎたい。

　日本の夢である「日本人の特長を出しながら、世界をあっと驚か
せる」ことに、その素養はあっても現在のままで十分な15歳は一人
もいない。そのためには、94ジャパンでは「日常を変える決意＆
勇気を持つこと」を合言葉としている。自己紹介で、同チームの選
手が「次は絶対に招集される」といって練習に励んでいることを聞
いた。前回よりシュート練習を積んで参加したMFがいた、サイド
ボレーが驚くほどうまくなったGK…と94ジャパンはみんなつな
がっていながら日ごろに誇りを持っている選手がたくさんいること
に頼もしさを感じた。また、初招集の選手の中にも、自己主張を
はっきりし、「共鳴」を実現するために「チームメイトの考えを聞
き、自分の考えを伝え、新しいアイデアを相談する」ことに積極的
に取り組んだ者がいた。そのサッカーに対する純粋さ、真摯な行動
には私自身が力をもらった。しかし、ミーティングの「今日の小言
コーナー」では、配布プリントはしっかり読むこと・時間は守るこ
と・使ったものは元に戻すこと…などを指摘されるのも事実であ
る。これは非の打ち所のない完璧な人間になろうというメッセージ
ではなく、本当に基本中の基本の生活習慣を身につけるために「日
常を変える決意＆勇気を持つこと」への問題提起である（生活習慣
が気になってピッチに専念できないのは、本末転倒であることは言
うまでもありませんが…）。このような雰囲気のキャンプでも「で
きた！分かった！かかわった！から楽しい！！」と感じるようにス
タッフと力を合わせて次回もオーガナイズするつもりである。
　最後にチームの活動がある中、選手を派遣していただき、各チー
ム関係者には、心より感謝します。

4. 内容とトピック

5. 成果と課題

6. まとめ

活動報告目指せ！
世界のトップ10
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Ｊリーグフォト（株）

小野：今回は「世界に向けて」ということ
で、まず、FIFA ワールドカップの出場が
決まりました。率直な感想をお願いします。

岡田：正直、自分の中では「出場権は絶対
にとる」と決めていたようなところがあり
ました。バーレーンに勝った時点で、もち
ろん何が起こるか分からないという気持ち
は半分ありましたけれど、今のチーム状況
からして（出場権獲得は）堅いかな、とい
う感じでした。そういう意味では、出場が
決まったことでホッとしました。前回（1997
年）のように劇的に勝ったわけではないの
で、ホッとしたとともに、「これからの方が
大変だな」という思いと、「夢」といいます
か、われわれの「目標」にようやくチャレ
ンジできる権利を得た、そういうワクワク
感もありました。

小野：そうですね。夢に向かってチャレン
ジする。いよいよこれから「世界」という
ところになります。12年前の予選でワール
ドカップ出場を決めた。それとはちょっと
違った形で今回は出場を決めたわけですが、
岡田監督は日本人として唯一、その 12年
間を比べられる方だと思います。チーム、
選手が、あるいはご自身が、どのように変
化してきたと感じていますか。

岡田：表向きには、日本のサッカーは確実
に進化していると言っています。しかし、も
ちろん進化はしていますが、正直、劇的に進
歩しているとまでは、実は思っていません。
  ただ、日本は今度のワールドカップで 4
回目の出場ということもあって、日本の
サッカーの経験値みたいなものが上がって
きている面はあると思います。例えば、ワー
ルドカップのピッチに立てるんだというこ
と、そこで 1つでも勝利したいと思うこと、
それに、次はやっぱりそこでファーストレ
ベルの国を破ってやろうと思う。そういっ
た経験値からの心構えのようなもの、恐れ
とか過剰なリスペクトとかがなくなってき
て、ある意味、対等なレベルのところから
闘えるようになったと感じています。今ま
ではちょっと後ろから闘っていたところが
あったのではないかと思います。もちろん、
今でも少しそういうところがあるかとは思
いますが、今までよりはそういう意味で、
近い位置からスタートできると思います。

小野：われわれが出場したワールドカップ
フランス大会（1998年）と比べて、そうい
う恐れや過剰なリスペクトは払拭されつつ
ある、ということですね。

岡田：それが一番大きいのではないでしょ
うか。個人的にも選手も、日本サッカー全
体として。例えば、内田篤人選手は「日本
代表がワールドカップに出ない、というの

を知らない」と言っていました。そういう
世代が出てきているんですね。われわれは
まだ、コンプレックスみたいなものがありま
すが、彼らにはそういうものがないわけで、
それが、日本のサッカーが積み上げてきた
経験値だと感じています。

小野：試合に自分が出たかどうかは別とし
て、日本のサッカーのDNAとして積み重なっ
てきている、ということですね。内田選手
より後の世代になると、ワールドカップに出
るのが当たり前になってきていますからね。

岡田：内田選手が「ワールドカップに出る
のが当たり前」と言うので、「そんな簡単な
ことじゃないんだぞ」と言いましたけど

（笑）。そういう選手が出てきたということ
で、「日本のサッカーも変わってきたんだな」
と思いました。

小野：そういう面が確かにあるわけですね。
では、いよいよ「世界に向けて」という話
に移りたいと思います。前回の対談では指
導の観点から話をお聞きしたのですが、今
度はピッチでの闘い方のイメージ、そして
本大会までの 1年間、どのように準備をし
ていこうか、というところをお聞きしたい
のですが。

日本代表、2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ出場！
「世界ベスト4」に向けて

われわれの「夢」「目標」に
チャレンジできる権利を得た

システムを崩すくらい、次から次へと
人が飛び出してくるサッカーをしたい

×岡田 武史
日本代表監督

小野 剛
技術委員長（育成担当）

対
談

特集① 

6月22日、南アフリカにて対談日：
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岡田：まだ、ある意味「アウェイ」のワー
ルドカップというか、今まで 2002年の日
韓大会のホームで行った試合以外では勝っ
たことがない。さらにファーストランクの
国には 1 回も勝ったことがないという状況
で、ベスト4を目指すわけです。それ自体を、
例えばブルーノ・メツ氏（カタール代表監
督）にしてみれば「それは日本にはまだ無
理だろう」と思うのかもしれないけれど、
それは彼がずっとヨーロッパでやっている
固定観念を持っているから「無理だ」と思
うのでしょう。でも、われわれはある意味、
その固定観念の枠から外れているところに
いるから、逆に可能性を感じるわけです。
同じ道を行こうとは思わないし、行ったら
絶対に勝てない。だから自分たちの新しい
サッカー、とまでは言わないけど、本当に
システムを崩すくらい次から次へと人が飛
び出してくるサッカーをしたい。そのため
にも1人が 1試合で1km 余計に走れば、12
人いることになるわけで、そういう闘いを
していかなくてはいけないと思っています。
結局はそれが、最初に言った「接近・展開・
連続」というところにつながるのです。
　守備のときには、待ち構えるのではなく
てより近くで常にプレッシャーを掛け続け
て（接近）、また攻撃のときには、シンプル
に早くボールを動かして、ただそれだけで
は崩れないから、人がそれに増して動いて
いく（展開）。そしてそれを休みなく、相手
が嫌がるまで 90分続けていく（連続）、と
いうサッカーのイメージを持っています。
　先日、チームを解散したときに、選手全
員にお願いをしたことがあります。1 つ目
は、「われわれのやろうとしているサッカー
に必要な技術の精度、この場合は特にパス
の精度とスピード、これを日ごろから意識

して上げてもらわないと話にならない」と
話しました。Jリーグを見ていて、「代表選
手のパススピードは違うな」と言われるく
らいやってほしいのです。それから 2つ目
に、「走り勝つこと」。先ほど言ったように
12人または13人で闘う、というくらい走
り勝たないことには、今言ったようなサッ
カーはできません。だからこそ、そのベー
スとなるローパワートレーニングは続けて
ほしい、ということ。それから、3つ目は

「競り勝つこと」。結局、攻守にわたって
ボール際で競り勝たないと。オーストラリ
アやヨーロッパのチーム、マンチェスター・
ユナイテッドにしてもそうですが、劇的な
サッカーをやっているわけではなく、一瞬
のボール際の強さ、一瞬のスピード、ボディ
バランスを崩さない、という強さですね。
日本人はそこでボールを取られてしまうけ

れども、彼らはボールを取られないで抜け
て行ける。そこで勝負が決まったりするわ
けです。今回のFIFAコンフェデレーション
ズカップを見ていてもそうでした。「そこだ
けは個人では勝てないから」と言っている
場合ではなく、ボール際で勝つようなトレー
ニングをしていかないといけない。それが、
体幹トレーニングであって、それからボー
ル際に厳しくつめる意識、1 対 1で向かい
合ったときの判断の速さ、そういうものを
含めてボール際で勝つようになってもらい
たい。少なくともこれは最低限、全員で続
けなければいけないと思っています。これ
を1年続ければ、かなり効果が出ると思っ
ています。
　それとともに、選手には目標達成シート
のようなものを書いてもらっています。一
番上に「ワールドカップベスト4 」と書い

2010 FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選
勝点 得点 順位失点 差勝 分 敗グループA 日本オーストラリア バーレーン カタール ウズベキスタン

日本

オーストラリア

バーレーン

カタール

ウズベキスタン

H
A
H
A
H
A
H
A
H
A

0
1
0
0
0
0
0
0

△
●
●
●
△
●
●
●

0
2
1
2
0
4
1
2

2
0
0
1
0
1

●
●
●
△
●
△

3
1

2
0

○
△

1
0

3
1
1
1

4
0
1
3
1
1

○
△
△
○
○
△

0
0
1
0
0
1

2
1
1
1
1
1

○
○
△
○
○
○

0
0
1
0
0
0

3
0

○
●

0
4

1
0
0
0

△
●
●
●

1
1
1
1

2
1
1
3

○
○
○
○

0
0
0
2

4
0

○
●

0
3

20

15

10

6

4

6

4

3

1

1

2

3

1

3

1

0

1

4

4

6

12

11

6

5

5

1

6

8

14

10

1

2

3

4

5

11

5

-2

-9

-5
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てもらい、「そのためにどういうことが必
要か」ということを書くのです。それは個
人によって違うと思いますので、まず、自
分の悪いところではなく特長を書いてもら
い、その下にはそのために何をしなくては
いけないのかということと、日付を書いて
もらって、持ち帰ってもらいました。そし
て、「それを時々見直してほしい、1 か月
に 1 回くらい私が何らかの形でコンタクト
をとるから、もう 1 回そのシートをチェッ
クしてほしい」と伝えました。代表選手は
簡単に集まれませんから、そこでどう意識
して変わっていくかだけなのです。今やっ
てほしい最低限の3つ、プラス個々のテー
マ。それは、欠点の修正ではなく、自分の
長所から入っていく意識をつくってほし
い、ということで目標達成シートをつくり
ました。
　先ほど言ったようなイメージのサッカー
をしてベスト4 になる。これはとてつもな
く高い山ですが、私はとても楽しみです。
こんな無責任な言い方をしてはいけないの
ですが、私は「できるのではないか」とい
う気がしています。

小野：もちろん、固定概念のある人は「こ
の目標は無理だ」と思うでしょうが、でも
いろいろな発想の呪縛から解き放たれて考
えていけば、達成できない目標ではないで
しょうし、何よりもそう信じることが大切
ですね。

岡田：Impossible is Nothing.（不可能な
ことはなにもない）、アディダスですね（笑）。

小野： FIFAのテクニカルスタディグループ
のメンバーとは常に世界のサッカーの流れ
がどうなっているか、という話をしていま
す。日本が初めてワールドカップに出たと
きは、自分も世界のサッカーにどう追いつ
こうか、ということで頭がいっぱいだった
ような気がします。でもよく考えてみれば、
世界のサッカーの流れ、すなわちトレンド
はどうやってできるのか。どこかがそれま
での発想と違う、新しいことを始めるから
トレンドが生じ、そして多くの国がそれを
フォローするわけですよね。トレンドをフォ
ローする、という発想から、私たちがトレ
ンドをつくっていく、というくらいの発想
が必要ということですね。

岡田：結局、トレンドが結果として出てく
るというよりは、その前に積み重ねがある
わけです。これは私が言うことではないか
もしれませんが、ワールドカップベスト4、
それは今回達成できるかどうかは、誰にも
分からない。でも、そういうことを今思っ
ていて、達成できなかったとしても次の世
代が、また次の世代が、とつながっていく
わけですね。初めてワールドカップに出た
ときも、その前の日本リーグのころから「1
回ワールドカップに出たい」「なんとかワー
ルドカップに出よう」といってトライして

きた結果が、ようやくこうして形になって
きているのです。初めから「どうせ無理だ」
と言っていたら、いつまでたってもスター
トが切れないわけです。本当は「ワールド
カップ優勝」と言いたいくらいですが、そ
れはちょっとおこがましい気がするので、
私は今回のワールドカップでベスト4を目
指しています。でもその一歩を踏み出さな
い限りトレンドもできないし、そのトレン
ドだってその人が急につくったわけではな
く、今までの積み重ねの結果かもしれない。
かつて、その一歩を踏み出してくれた人が
いたからこそ、今の日本のサッカーがある
わけですね。

小野：その一歩が踏み出せそうな感じが強
くしますね。その一歩を踏み出そうとする
と、先ほど言われたように、たとえ他がやっ
ていないとしても 1人が余計に 1km 走る、
それを90分続ける、ということにつなが
ると思います。

岡田：誰もやっていないからチャンスがあ
るんです。
　今回のコンフェデレーションズカップを
見て、コーチからメールが来ています。や
はり攻守にわたってのブラジルのカウン
ターのときのドリブルのスピード、ボール
際の強さはすばらしい。ブラジルやスペイ
ンと、イラクやエジプトとの違いというの
は、イージーミスがかなり少ないというこ
と。その辺は私たちも、かなり上げていか
ないといけない。ただ、攻守の切り替えと
全体でのプレッシングという部分では、わ
れわれは絶対に勝てる。イタリアは負けて
いてもそれをやらない。もっと行けるのに
サボる。これは彼らがやらないから、われ
われにチャンスがあるんです。それを、「ヨー
ロッパのチームがやっていないからやりま
せん」という選手ではちょっときついわけ
です。

小野：そこから脱却しないといけないので
すね。新しい道をつくるくらいの気持ちで
いかないと。

岡田：イタリア対ブラジル戦を見て、「われ
われだったらもっとブラジルのミスを誘っＪリーグフォト（株）
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ていたのに」と思いました。

小野：ブラジルは少し変わってきた感じが
ありますね。

岡田：あのブラジルでも後半、ちょっとプ
レッシャーを掛けられたらあれだけミスを
するわけですから。

小野：他の国がやっていなくても、日本が
やっていくことが大切ですね。そんなことが
できるのは日本だけかもしれませんからね。
　今、ワールドカップに向けて、選手の目
標に対する日々の意識、というところを重
視されている、ということですね。

岡田：もうワールドカップまで 1 年しかあ
りません。代表のスケジュールも決まって
います。そういう中でベーシックトレーニ
ングをしている時間がないので、各自が本
気で取り組んでくれるのを信じるしかあり
ません。われわれができるのはアプローチ
をし続けるということですね。

小野：そうですね。日々のトレーニングで
個々を高めてもらう。チームとしてはトレー
ニングマッチを含めてどんなプランをお持
ちですか。

岡田：トレーニングマッチは、とにかく強
い国と、ボロボロにやられてもいいから強
豪国とやりたいと思っています。今日、カ
ペッロ氏（イングランド代表監督）とドゥ
ンガ氏（ブラジル代表監督）に会ってきま
した。パラグアイのコーチにも会って、と
にかく「試合をしてくれないか」とお願い
をしてきました。それはなぜかと言うと、
今個人でこうしなくてはいけない、ボール
際が強くならないといけないと思っている
のは、あくまで頭の中で思っているだけで
す。日本では、誰もベスト4 に行ったこと
がないんですね。ベスト4 に行った人が「こ
れじゃベスト4 なんて無理だ！」と言えば
説得力があるのですが、ワールドカップで
ベスト4 に進んだことのある国を調べたら、

本当に限られているのです。ヨーロッパ、
南米を除いたら、第 1回大会のアメリカと
2002年の韓国以外はないんです。本当に
大変なことなのです。誰も知らない世界へ
踏み込もうとしているわけです。それで、
ベスト4 に入ったことのある国と試合をす
ることで、「球際の強さとはこのことなの
か」と体感することが重要だと思うのです。
頭の中での知識なんて役に立たないことも
多いです。私は長年サッカーにかかわって
きていますが、推測することはできても、
実感としては分からないことも多いです。
そういう意味でも、とにかく強豪国と試合
がしたいというのが一番です。
　ただ、チームの戦い方・コンセプトなど
は変えるつもりはありません。本大会に
入ったときに、これは確実に力の差がある、
となったときに、戦略は変えないけど戦術
を変える、というようなことはあるかもし
れません。でも、チームをつくっている段
階でそういうことで勝ちを拾っていては、
いつまでたっても前に進めないですね。な
ので、それまではあまり細々した手を打た
ない方がいいと思っています。

小野：そうですね。今のコンセプトを追求
して、個々が高まって、要所で世界のサッ
カーを肌で感じる、ということですね。パ
ススピードを速くしよう、ではなくて速く
せざるを得ない状況でどうやっていくか。
そうすると、先が見えてきますね。

岡田：プレッシャーを掛けられて、「このプ
レッシャーの中でやらなくてはいけないの
か」ということを選手に実際に感じてもら
いたいのです。

小野：最後になりますが、もちろんワール
ドカップ本大会までが重要なところになり
ますが、そういう闘いを通じて、今後日本
のサッカーに生かしていってほしいことは
どんなことでしょうか。

岡田：日本人が長い歴史の中で、戦争に負
けたあとからかもしれませんが、何か内面
にコンプレックスを持って生きてきている
ように思います。そんな大げさなことでは
ないかもしれませんが、だからこそ、自分
たちに自信を持っているようなチームにし
たい、と思っています。私自身は選手自身
が強豪国に勝って喜ぶ姿が見たい。そのた
めにいいチームをつくり続けたい。スタッ
フ・選手が自信と喜びに満ち溢れている表
情が見たい。そしてそれがサポーターや日
本人の方に同じような影響を与えられるよ
うになったら幸せだと思っています。本当
にやりがいのある、幸せな仕事をさせてい
ただいていると思っています。

小野：その思いが、日本のサッカーの未来
を切り開いていくと、私は信じています。
一緒に頑張っていきましょう。どうもあり
がとうございました。

Ｊリーグフォト（株）

選手自身が強豪国に勝って喜ぶ姿
自信と喜びに満ち溢れている表情が
見たい

feature.1

対談
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1.概要
大会期間：2009 年 6月 14日〜 28日
開催地：南アフリカ／ヨハネスブルグ、ブ
ルームフォンテーン、ラステンバーグ、プ
レトリア
出場チーム：
　エジプト（2008 CAF ネーションズカッ
　　　　　　プ優勝）
　イラク（AFC アジアカップ 2007優勝）
　スペイン（UEFA ユーロ 2008 優勝）
　アメリカ（2007 CONCACAF ゴールド
　　　　　　カップ優勝）
　ニュージーランド（OFC ネーションズ　
　　　　　　　　   カップ 2007/08優勝）
　ブラジル（コパ・アメリカ 2007 優勝）
　南アフリカ（ホスト国）
　イタリア（2006FIFA ワールドカップ   
                  ドイツ優勝）

大会結果：（下図参照）

2.大会全般
　今回のFIFAコンフェデレーションズカッ
プは、1年後に FIFA ワールドカップの開催
を控えた南アフリカで行われた。南アフリ
カではアフリカの地で行われる初めての
ワールドカップの成功に向け、国を挙げて
取り組んでいる姿が、スタジアムの建設や
道路の整備など随所に見られた。
　季節は日本とは正反対の冬に向かう季節
で、夜の 8 時30分開始の試合では気温が
2 〜 3度のときもあり、ベンチコートを着
て観戦をしてちょうどよいくらいであっ
た。この気候は選手にとってはプレーしや
すい気候であり、積極的な試合運びが多く
見られ、準高地（ヨハネスブルグで標高約
1,700m）での試合ということもあったが、
プレーの面で大きな影響はなかったように
感じられた。
　また、各国のリーグが終わってすぐの大
会となった選手が多いチームでは、コン

ディションや大会へのモチベーションに多
少のばらつきはあったものの、上位に進出
したチームの大会に懸ける意気込みには
並々ならぬものがあった。

3.大会の質の向上
　以前のコンフェデレーションズカップで
は、セカンドチームや準備不足のチームで
戦うことも見られたが、回を重ねるごとに
この大会の位置づけが上がり、大会自体の
質の向上が感じられた。
　特に現代サッカーのトレンドとなってい
る「よりテクニカルに、よりスピーディーに、
よりタフに闘う」試合が多く見られた。こ
のことは、選手一人一人の個人技術、個人
戦術のレベルの高さを物語っており、決し
て良い状態のピッチとはいえない中でもス
ピードに正確性を伴ったパス、狭いエリア
でもパスを引き出すことのできる動きとコ
ントロールの質、1対1の攻防の能力、ボー
ルが来る前の準備など、「サッカーの基本」
と言われている要素の高さを表していた。
　また、攻撃と守備の両面でのハードワー
クは当然のものとして、その上で特に「攻
守の切り替え」が目立った。そして、技術、
戦術、体力、精神力が備わった高いレベル
の個人がチームのために献身的にプレーす
るチームが大会の上位に進出していった。

4.テクニカルスタディ
（1）守備から攻撃への切り替えの速さ　
　   （ファストブレイクを狙う）
　2006 FIFA ワールドカップ ドイツのJFA
テクニカルレポートにもある通り、ボールを
奪ったらまず第一に「ファストブレイクを狙
う」ことは、今大会も強く意識されていた。

スペイン
南アフリカ
イラク
ニュージーランド

グループA スペイン 南アフリカ イラク ニュージーランド 勝点 得点 順位失点 差勝 分 敗

0
0
0

2
1
5

●
●
●

2

0
0

0

0
2

○

△
●

1
0

0

0
0

0

○
△

△

5
2
0

0
0
0

9
4
2
1

3
1
0
0

0
1
2
1

0
1
1
2

8
2
0
0

0
2
1
7

8
0
-1
-7

1
2
3
4

○
○
△

ブラジル
アメリカ
イタリア
エジプト

グループB ブラジル アメリカ イタリア エジプト 勝点 得点 順位失点 差勝 分 敗

0
0
3

3
3
4

●
●
●

3

3
0

0

1
3

○

○
●

3
1

1

0
3

0

○
●

○

4
3
0

3
0
1

9
3
3
3

3
1
1
1

0
0
0
0

0
2
2
2

10
4
3
4

3
6
5
7

7
-2
-2
-3

1
2
3
4

○
○
●

スペイン ブラジル代表

⑩KAKA（ブラジル）

⑨LUIS FABIANO
 （ブラジル）
①Tim HOWARD 
（アメリカ）

アメリカ

ブラジル

南アフリカ

0
2

2
3

1
0

ブラジル

〔3位決定戦〕 スペイン 3-2（延長） 南アフリカ

優勝

FIFA Fair Play award

adidas Golden Ball

adidas Golden Shoe

adidas Golden Glove準優勝  アメリカ

グループステージ

決勝トーナメント 表彰

第3位 スペイン

FIFA コンフェデレーションズカップ南アフリカ 2009 JFA テクニカルスタディグループ
（大野真／指導者養成ダイレクター、小野剛／技術委員長（育成担当）、西村昭宏／ナショナルトレセンコーチ、
 吉田靖／JFA 技術委員、ナショナルトレセンコーチ、川俣則幸／ GK プロジェクト）

【
報
告
者
】

FIFA
 コンフェデレーションズカップ
南アフリカ 2009
JFAテクニカルスタディ（速報）

特集② 
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　チームの指向がいかなるスタイルであ
れ、少なくとも「武器として」ファストブ
レイクを持っていないと、現代サッカーの
中で戦っていくことは厳しいといえる。こ
れを支えているのは、守備をしているとき
にボールを奪えると感じた瞬間に攻撃に転
じている「チャンスを感じる能力」の高さ
によるものだと感じられた。特にブラジル
がイタリア戦で見せたファストブレイクか
らの得点や、決勝戦でのアメリカの 2点目
のゴールに見られた相手チームにディレイ
すらさせない「爆発的なスピード」を持っ
た攻撃は、強烈な印象を与えてくれた。

（2）攻撃から守備への切り替え
　　（ファストブレイクをさせない）
　攻撃が常にファストブレイクを狙ってい
るのに対して、当然のごとくそれをさせな
いことが重要となっている。ボールを奪わ
れた瞬間に、まずボールにプレッシャーを
掛けて攻撃を遅らせることを、当たり前の
ように行えていたチームが最終的に勝ち上
がっていったと言える。

（3）より攻撃的なサッカーへ
　チームとして常にファストブレイクを狙
い、それを攻撃の武器として持っているこ
とは必要不可欠となっている。しかし、相
手もファストブレイクをさせない守備を行
う。そこで、ファストブレイクを封じられ
たとき、すなわち相手に守備のブロックを
形成されて守られたとき、その方法論を
持っているかどうかが、大会を勝ち抜いて
いく鍵になっていた。上位に進出したチー
ムは形成された守備のブロックを広げて攻
めていく手段として「自チームの攻撃のス
タイル」を持って戦っていた。

〔ブラジル〕
　常に裏への狙いを持ちながら相手ディ
フェンスラインを下げさせ、ライン間のス
ペースに、⑪ ROBINHO、⑱ RAMIRES、
⑩ KAKA がポジションチェンジを繰り返し
ながらバイタルエリアに起点をつくり出し、
相手の守備を崩していた。また、ゴールを
目指す攻撃で相手ディフェンダー（DF）を
集中させることでできたサイドのスペース
に ② MAICON、 ⑯ ANDRE SANTOSが
攻め上がり、サイドをえぐってからのクロ
スを多用していた。

〔スペイン〕
　サイドバック（SB）の⑮SERGIO RAMOS、
⑪Joan CAPDEVILAが高い位置にポジショ
ンをとるとともに、センターバック（CB）の③
Gerard PIQUE、④Carlos MARCHENA

（⑤ Carles PUYOL）もサイドに大きく開

きだすことで相手ブロックを広げ、中央の
空いたスペースに⑭ XABI ALONSO が入
り、組み立てを行う。⑧ XAVI や ⑩ Cesc 
FABREGAS が相手の守備のブロックの中
間ポジションで巧みにボールを受け、起点
をつくり出していた。また、中央を攻める
ことでできたサイドのスペースに SB ⑮
SERGIO RAMOS、⑪ CAPDEVILA が 何
度となく攻め上がり、クロスからチャンスを
つくっていた。

〔アメリカ〕
　2トップの⑰Jozy ALTIDOREと⑨Charlie 
DAVIES の 2人を広めに配置し、サイドへ
流れることで中央にスペースをつくり、で
きたスペ ースにサイド MF の ⑩ Landon 
DONOVAN と⑧ Clint DEMPSEY が長い
距離を走って入り込み、個々の持つスピー
ドと身体能力を生かした攻撃を展開した。

（4）攻撃の起点としてのサイドバック
　現代のサッカーでは既に常識となってい
る SB の攻撃参加は、今回の大会でも数多
く見られた。上位に駒を進めたチームの中
では、ブラジルの ②MAICON、⑯ANDRE 
SANTOS、スペインの⑮SERGIO RAMOS、
⑪ CAPDEVILA は非常に高いポジションで
攻め上がる回数が多く、攻守にわたる運動
量は大変多くなっている。
　ゴールに向かってしかけることにより、
相手ディフェンスを中央に意図的に寄せて、
サイドの空いたスペースにSBが攻め上が
るという、チームとして攻撃の狙いが明確
になっているチームが増えていた。それと
ともに相手が強固なブロックを形成した際
に、攻撃の起点としてのゲームを組み立て
る能力がより重要性を増してきている。

（5）センターバックとディフェンシブ
　　MFを中心にした強固な守備
　守備において今大会の上位進出チームに

共通する点は、ディフェンシブMFとCB を
中心に強固な礎石（Foundation stone）を
形成し、バイタルエリアにボールを入れさ
せない粘り強いディフェンスを行っていた
ことである。
　決勝に進んだブラジルとアメリカの両
チームには、ディフェンシブ MFとCBに
個性あるすばらしい選手が配置されてお
り、粘り強い強固な守備が行われていた。
ブラジル のディフェンシブMF⑤FELIPE 
MELO、⑧ GILBERTO SILVA と CB ③
LUCIO、⑭ LUISAO、アメリカのディフェ
ン シ ブMF ⑫ Michael BRADLEY、 ⑬
Ricardo CLARK、CB ⑤Oguchi ONYEWU、
⑮ Jay DeMERIT など、それぞれの選手を
中心につくられた守備のブロックは、ただ
ブロックをつくるだけではなく、常にプ
レッシャーを掛けてボールを奪いに行く積
極的な守備が行われていた。また、ペナル
ティーエリアでは、相手をフリーにしない
厳しい守備を行っていた。またそれが、
SBを高い位置に押し出し、攻撃の起点と
なることを可能にしていた。

（6）アメリカの躍進
　アメリカは今回の大会で大躍進をした
チームであった。以前のアメリカは守備を
重視したリアクション主体のサッカーを展
開していた。しかし、今大会ではディフェ
ンス 4人と中盤の 4人の計 8人で強固な守
備のブロックをつくり、守備を重視するも
のの受身にはならず、ボールに対して積極
的にプレッシャーを掛けてボールを奪う守
備を行っていた。
　攻撃では 2人の FW を広く配置し、この
2人のスピードを生かしてダイナミックな
動きによってスペースをつくり、中盤のサ
イドハーフがそのスペースを使って攻撃を
展開する自チームの確固たる戦い方を持っ
てスペインと戦い、勝利した。
　アメリカは堅守速攻をプレースタイルと

AMA/Agence SHOT
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して、決勝戦でもブラジルを相手に集中力
のある、ひたむきなアメリカらしい試合を
して準優勝に輝いた。個々の選手は国外の
プロチームで活躍する選手も多く、チーム
のために堅実にハードワークをする選手と
タレントが、試合を追うごとにうまくかみ
合っていき、躍進につなげていた。

（7）ゴールキーパー
①今大会のGK
　優勝したブラジルは 5 試合すべて①
JULIO CESAR が出場した。準優勝となっ
たアメリカはグループステージ 2 戦および
決勝トーナメントで① Tim HOWARD を
起用し、グループステージ 3 戦目で⑱
Brad GUZAN を起用した。
　3位のスペインは、グループステージ2戦
および決勝トーナメントで①Iker CASILLAS
を起用し、グループステージ 3 戦目で㉓  
Pepe REINAを起用した。4位となったホス
ト国の南アフリカは⑯Itumeleng KHUNE
がすべての試合に出場した。
　グループステージで敗退したイタリア
は、① Gianluigi BUFFON、エジプトは
① Essam EL HADARY、イラクは⑫
MOHAMMED KASSID、ニュージーラン
ドは⑫ Glen MOSS が 3 試合に出場した。
　前回のドイツ大会に比べると、GKを固
定するチームが多い中、アメリカとスペイ
ンが 2人の GKを起用したことは来年の本
大会への準備という点でアドバンテージを
得ることができたのではないか。また、イ
ラクと南アフリカは 22歳という若い GK
を起用して活躍を見せたが、他の強豪国で
は新しい GKが試されることはなく、世代
交代は行われなかったと言えよう。

②失点の内訳
　前回のドイツ大会が総得点56点中、セッ
トプレーからの得点が 24点（ペナルティー
キックは 8点）、その総得点に占める割合
が42.9％であったのに対して、今大会は
総得点 44点中、セットプレーからの得点
は 10点（ペナルティーキックは 2点）で、
22.7％と減少している。
　国際大会でのセットプレーからの得点の
占める割合は約 30％となっている現代
サッカーにおいて、今大会のセットプレー
からの得点は少ないとも言えるが、攻守に
わたり事前準備が十分でない場面も多く見
られた。

③ GKのプレー
　攻守にバランスの取れているGKが多く、
ランキング下位のチームのGKもレベルが
向上していることがうかがえた。特に、攻
撃では、どのチームも複数のパスコースと

いう選択肢を持った中で、GKが判断して
より効果的な味方選手にパスしている場面
が多かった。カウンターやスピーディーな
流れでの攻撃が行われる中では、奪った
ボールを素早い切り替えで攻撃につなげる
シーンが見られた。
　一方、できるだけ自分たちでボールを保
持しながら攻撃をしかけていこうとする
シーンも多く見られた。奪って素早く味方
にパスして攻撃するパターンの中で味方の
切り替えの速さ、ポジショニングといった
準備が素早くなされており、その中で優先
順位、味方選手の特徴を踏まえた中でキッ
クでのパスが正確に行われるシーンや、一
瞬の変化を見てスローイングやキックでの
パスで味方につなぎ、攻撃を効果的に行っ
ているシーンが見られた。その中でも、特
にゴールキックからのディストリビューショ
ンにチーム全体の戦術的意図がうかがわれ
るシーンが見られた。DFとGKが相手攻撃
者の状況をしっかり観て、一度高い位置を
とりながらも相手と SB が駆け引きし、素
早く引いてきてパスを受けて攻撃を組み立
てるシーンや、同様に CB が開いてそこへ
中央の MF が引いてきてボールを受ける
シーン等、チーム全体でボールを保持しな
がら効果的に攻撃をしていこうとする意図
的な攻撃参加が見られ、GK の攻撃参加は
チーム戦術の中にしっかり組み込まれてい
ることがうかがえた。
　守備では、ミドルレンジからのシュート
が多く、無回転で飛んできたシュートが大
きく変化したり、ピッチが悪くバウンドす
る中で、「つかむ、弾く」の判断と技術の
精度の高さが見られた。ボールスピードも
速く、DF のすき間から抜けてくるなど難
しい状況下でこうしたプレーをすること
は、予測、良い準備、そして技術の基本が
しっかりしていればこそできるプレーであ
る。また逆に考えると、そうしたシュート
をうたせてしまっている守備側には問題が
あるとも言える。この点は、昨年行われた
UEFA ユーロ 2008 でシュートをうたせな
い守備が多数見られたこととは異なる部分
であった。また、失点場面では、効果的な
サイド攻撃やカウンターアタック
が見られた。特にサイドからの攻
撃では、アーリークロスを DF と
GKの間に入れられ、ワンタッチ
シュートをされたり、ゴールライ
ン付近まで切り込まれ、プルバッ
クのパスからのシュートでゴール
を奪われる場面が見られた。クロ
スに対して「出る、出ない」の判
断を行い、GK が出ないと判断し
た後で、シュートポイントへ素早
く移動して対応することが求めら

れ、GK にとって防ぐことが非常に難しい
シュートが多かった。
　また、簡単なブレイクアウェイのプレー
は減少し、判断の難しいギリギリのタイミ
ングでの飛び出しからのフロントダイビン
グや、シュートブロックが見られた。守備
の場面では、GK にとってプレーの難易度
が上がっていく傾向は強まり、判断や準備
のスピード、ボールに対してプレーする際
の身体的なスピードがより求められる傾向
が見られた。
　サッカーは、ゲーム中の切り替えが速く
なり、よりスピーディーになっている。また、
休んでいる時間が減少し、プレーし続ける
ことが求められている今日のサッカーにお
いて、GKの重要性は攻守にわたりますま
す増加していく傾向にあることが分かる。

5.まとめ
　冒頭に述べた通り、回数を重ねるごとに
大会の位置づけが高まり、出場各国の本気
度とともにそのスタンダードも高いものと
なっていった。各大陸の強豪国が環境への
シミュレーションも兼ねてこの大会で真剣
勝負を繰り広げた中に、日本が出場できな
かったことは残念ではあるが、だからこそ
なおさらこの大会をしっかりと分析し、世
界のサッカーの流れをとらえておくこと
は、非常に重要なことである。
　特に一時期、手堅いディフェンシブな傾
向の見られた世界のサッカーの流れが、ア
タッキングフットボールの復興の兆しが見え
てきたことは、押さえておく必要がある。
もちろん、気温、湿度の面や、本大会に向
けたチャレンジという側面が大きく影響し
た可能性は否定できないものの、アタッキ
ングフットボールのための自分たちの方法
論をしっかりと築くこと。そしてそれを遂
行するために必要なファクターを育成年代
からしっかりと積み上げていくことの重要
性は認識しておく必要があるであろう。
　「世界のサッカーは常に前進している」。
このことを肝に銘じて、さらなる日本サッ
カーの発展を考えていきたい。

AMA/Agence SHOT
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【報告者】   足達勇輔（ナショナルトレセンコーチ）

AGC/JFAnews

1. 日程・場所

2009年 5月 20日〜 24日
東日本：J ヴィレッジ（福島県）
中日本：アルウィン（長野県）
西日本：大分スポーツ公園（大分県）

2. はじめに

　さまざまな大会の分析から世界と日本の
サッカーの差は、動きの中でのシンプルな
スキルの発揮、攻守におけるハードワーク、
相手や状況の変化に対応できる個の判断力、
そしてチームの中で発揮される個の特長な
ど、特別なことではありませんでした。そ
の差を埋めていくために、U-14年代は、ま
だ「個の育成」にフォーカスしていくべき
年代です。
　具体的には、スキルの徹底を常にゲーム
のイメージを持ちながら行っていく年代で
す。われわれ日本人の目指すべき『日本ス
タイル』を確立するためにも基本技術の質
の向上には一切の妥協もできません。『日
本スタイル』を考える上で欠かせないのが、

「動きながら仲間と関わりながら発揮する
技術」です。「動きながらのスキル」で必
要なことは、状況を把握しておくこと、動

きながら観ること、動きながらのぶれない
技術、タイミングの理解など、さまざまな
要素が含まれてきます。しかし、これらす
べてが感覚的な要素であり、各選手が自ら
獲得していかなければならないものです。
言い換えると、教え込んで獲得するもので
はなく、反復する中で選手各々が失敗 ⇒
調整といった過程を経て獲得していくもの
です。
　また同時に、ボールを奪ったら広がり、
失ったら絞る、攻撃の優先順位といった、
ピッチ上の「秩序」である「プレーの原則」
に対しては、特に理解を徹底していかなけ
ればならない年代です。
　現代サッカーでは、ますますポジション
のボーダーレス化が進んでいます。このこ
とからもこの年代では特にポジションを固
定せずにいろいろな経験をさせると同時に、
その中からそれぞれのポジションの役割を
理解させることが大切になってきています。
また、ゲームの主導権を握るためには、GK
も高い専門性を求める前に、足元のスキル
を含むサッカー選手としてのベースを高め
ておく必要があります。やりたいことを思
うままに表現するために左右差をなくすこ
と、ファーストタッチでの表現を的確にす
るためにも状況判断の伴ったスキルの獲得
が不可欠です。
　守備に関しては、常に主導権を握ったゲー

ムを行うためにも、原則のポジションを理
解すると同時に、ゴールを守るのではなく
ボールを奪いに行く意識を前面に押し出し
て、そこから獲得するフィーリングを大切
にしていきます。攻守の切り替えの徹底は、
ポジションに関係なく常に意識を高く持た
せなくてはなりません。

コミュニケーション
　コミュニケーションは非常に大切ですが、
その術の前に選手自身に考えがなくては、
質の高いコミュニケーションはとれません。
状況を分析し、考えた上でコミュニケーショ
ンをとるように促していかなくては、ただ
コミュニケーションを要求しても子どもた
ちは困るばかりです。自分の意志を伝える
ことこそが、コミュニケーションのスター
トです。まずは、選手が論理的に思考し、
分析し、自分の意見を導き出せる術を身に
つけさせることが先決です。その点からも
トレーニングでも指導者から答えを与える
のではなく、選手自身で解決策を見つけら
れるように促していきました。

3. テーマ

「サッカーをしよう」
〜変化を観て・感じて・判断して　質の 

2009ナショナルトレセン
U-14（前期）
2009ナショナルトレセン
U-14（前期） このナショナルトレセン U-14 は、

競技強化支援事業助成金を受けて実施しています。
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　高い選択肢を創りだす（on でも off
　でも動きながら）〜

FP
■パス＆コントロール
■守備
■ポゼッション
■崩し

GK
■積極的なゴールキーピング
■良い準備
■ DF とのコミュニケーション＆コンビ

ネーション 
■効果的な攻撃への参加

〔目指す姿〕
◆育成年代だからこそ身につけられる！
◆11人全員がフットボーラー
◆日本のストロングポイントで闘う
◆ボックス付近での攻守の質を上げる
◆「・・or・・」（または）ではなく「・・    
　 and・・」（・・も・・も）
　・・しながら・・できる選手の育成

　トレセンのメインテーマである「サッ
カーをしよう」〜変化を観て・感じて・判
断して　質の高い選択肢を創りだす（on
でも off でも動きながら）〜 の意図すると
ころは、トレーニングの中でも攻防のある
ゲームを念頭に置き、その中で「プレーの
原則」の理解を深めていくことです。これ
は、攻守にわたり常にイニシアチブ（主導
権）を持ってプレーすることを目指す「日
本のサッカースタイル」から逆算した、こ
の年代で身につけていかなければならない
大きな課題です。ボールを保持し続けるた
めに、ボールを持っている選手も持ってい
ない選手も限りなく多くの選択肢を持つこ
とが必要になってきます。ボールを失わな
いようにバックパスをするのではなく、
ボールを持っていない選手が選択肢をでき
るだけ多く創りだし、ダイナミックにゴー
ルを目指しながらもボールを失わないこと
を目指します。また、ボール保持者は、常
に攻撃方向を意識して前を向くことを最優
先に考えさせることも目指します。GK も
例外ではありません。GK を含めた局面で
も安易にロングボールを選択するのではな
く、後方から大切に、そして意図的にゴー
ルに結びつけていくことにトライさせたい
と考えました。トレーニングについては、
スキルを磨く「パス＆コントロール」、ト

レーニングの質をさらに高めるための「守
備」の意識づけ、日本の生命線である「ポ
ゼッション」から「崩し」を大きなテーマ
に掲げました。その他に必要に応じて、各
グループで「フィニッシュ」「クロス」な
ど必要な課題を加えてトレーニングを行い
ました。

4. オーガナイズ

　ナショナルトレセン U-14 が 3 地域開催
になってから 3 回目を迎えました。各地域
を担当するナショナルトレセンコーチで入
念なベクトル合わせを行い、日本全体で克
服していかなければならない方向性をしっ
かりと確認した上でそれぞれの地域やグ
ループにおいて独自性を打ち出すことにト
ライしました。
　各地域で最適なトレーニングを独自に構
成するために、また選手に短期間でより具
体的に課題を意識させるために、地域スタッ
フと協力して、トレーニング映像を撮影し、
分析し、編集して選手へのミーティングで
フィードバックもしました。短期間のトレー
ニングということを踏まえ、選手に対して
一番効果的な方法を指導者もハードワーク
する中で行えたと思います。また課題に対
しての地域スタッフとのコンセンサスもこ
れらの共同作業を通して十分に図られ、指
導もより内容の充実したものになりました。

〔主なキーファクター〕
　「動きながら観る」、「動きながらのスキ

ルの発揮」、「関わる」、「アクション」

〜動きながら観る〜
　ボールを受ける選手が、多くの選択肢を
持ってプレーするために、周りの状況を「観
ておく」ことの習慣化は当然ですが、日本
サッカーの目指す「人もボールも動く」サッ
カーの中では「動きながら観る」ことを習
慣化していかなければなりません。

〜動きながらのスキルの発揮〜
　「人もボールも動く」サッカーでは止まっ
てボールを受けるのではなく、常に動きの
中でボールを受ける、動いている選手に対
してパスをするスキルを身につけなければ
なりません。

〜関わる〜
　この年代の課題に選択肢が少ないために
すぐにロングボールを多用してしまうこと
が挙げられます。ボールを持っている選手
に対して常に全員が関わり続けることによ
り、より多くの選択肢を持たせることがで
きます。ボールから離れている選手もポジ
ションに関係なくゲームに常に関わる意識
を持つことが必要になってきます。それは、
いろいろな状況変化の中でどういう関わり
がベストなのかを常に考えながらプレーし
なければならないということです。この年
代までに、サッカーにおけるさまざまな状
況に対処し、解決することを学ばなければ
なりません。ボールを持っていない選手、

「off the ball」（オフ・ザ・ボール）の選手
の関わるタイミングが重要なファクターに

AGC/JFAnews
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なります。また、守備においても同様に関
わり続けることが必要です。

〜アクション〜
　ボールを受ける選手がタイミング良くス
ペースやギャップに顔を出すことが、ボー
ル保持者に多くの選択肢を創ることになり
ます。しかし、ただ動けばいいというので
はなく、重要なのはタイミングです。状況
は常に変化するため、動き直さなければな
らないことも起きてきます。ボール保持者
の状況をよく観察し、質の高いアクション
を求めていきます。時には強く動き出すこ
とによりボール保持者への意思表示（コ
ミュニケーション）が明確になるし、時に
は止まってボールを受けた方が良い場合も
あります。
　守備においてはゴールを守るというより
は、能動的にボールを奪いに行く姿勢を前
面に押し出していきました。ボールを奪う
ためにボールに近い選手がまずアクション
を起こし、その次の選手たちが連動してい
くことが必要です。守備でも主導権を握っ
ていくために、アクションしていくことを
大前提にしました。しかし、何でもかんで
も奪いに行くのではなく、その中からさま

ざまなフィーリングを獲得していくことが
大事になります。

5. コーチングについて

　今回は、特にプレーの確保を大切にする
ためにグルーピングする際の人数に気を配
りました。また、シンクロコーチングを有
効に使いながら教え込むというよりは、ト
ライ＆エラーの中から選手自身がつかむこ
とを促しました。しかし、やらなければな
らないこと、理解しなければならないこと
ができていない場面では、ゲームフリーズ
を用いて気づくように働きかけました。ま
た「プレーの原則」については、常に言い
続けました。トレーニングには漸進性が大
切ですが、オーバーナンバーを用いてプレッ
シャーをコントロールすることはあっても
守備を軽減することにより漸進性をつくり
出すことは行いませんでした。守備は、積
極的にボールを奪いに行く習慣を持たせる
ために常に 100％で行わせました。また、
レストプレーヤーのトレーニングには、日
本の課題であるヘディングを積極的に取り
入れました。

6. その他

　選手は、自己分析や評価を行えるように
なるためにトレセン期間中毎日、自己分析
シートを記入して自分のストロングポイン
ト、ウイークポイントを書き、トレーニン
グの振り返りを行いました。全体的に、客
観的に自身を分析することが苦手な選手が
多いことが気になりましたが、選手と会話
しながらトレーニングを振り返るにつれ、
少しずつ自分の課題に目が向いていったよ
うに感じました。自分の課題に気づきのあっ
た選手は、自然と内発的にトレーニングに
対する取り組みが向上していったように感
じました。

7.トピック

　新型インフルエンザの影響で一部の学校
の休校の影響を受け、トレセンに参加でき
ない選手がいましたが、トレセンの活動自
体は、地域スタッフの強い協力の下、おお
むねスムーズに進みました。

パス＆コントロール 

トレーニング紹介（抜粋）

2009 ナショナルトレセン U-14（前期）

KEY FACTOR
・パスの質　　・動き出しのタイミング　　・動きながらのコントロール
・ボールの移動中に観る　　・パスかドリブルかの判断

KEY FACTOR
・パスの質
・ターン・コントロールの質
・動き出しのタイミング
・攻撃方向の意識
・ボールの移動中に観る
・動きながらのコントロール

A

C

B

（1）用具　マーカー、ボール
（2）方法　①三角のエリアでパスを受け、ワンタッチで三角のエリアを
　　　　　　 出てどちらかの選手にパス。
 　　　　　②外は、マーカーから出て前のマーカーでパスを受ける。

（1）用具
　　 マーカー、ボール

（2）方法
　　 6人組

①中央の選手はサイドの
マーカーにパス。パス
したところへ移動。

②サイドの選手はコント
ロールしてトップの選
手へパス。

③コーチが DF として入
り、DF を観てパスや
コントロールをする。

④オプションとしてくさ
びやワンツーもあり。



12

ポゼッション

守備

KEY FACTOR
・観る（観ておく）　　　　　　・ポジショニング　　　・攻撃の優先順位
・パス＆コントロールの質　　　・サポートの質　　　　・動き出しのタイミング
・ギャップの共有　　　　　　　・相手の変化に対応

KEY FACTOR
・各エリアでは必ず数的同数以上になる → ボールを奪いに行く
・スライド　　　　　　　　・攻守の切り替え
・コミュニケーション

KEY FACTOR
・観る（観ておく）　　　　　　・ポジショニング　　　・攻撃の優先順位
・パス＆コントロールの質　　　・サポートの質　　　　・動き出しのタイミング
・ギャップの共有　　　　　　　・相手の変化に対応

KEY FACTOR
・サイドチェンジされない
・チャレンジ＆カバー（ファースト DF の決定／ポジショニング）
・スライド　　　　　　　　・中間ポジションのマーク
・攻守の切り替え　　　　　・コミュニケーション

３対３＋２ターゲットA

８対８A

４対４B

６対６＋フリーマンB

（1）用具　ボール、ビブス、マーカー、大コーン
（2）方法　①ターゲットからターゲットまでボールを回す。
　　　　　 ②勝ったチームは待っている選手がボールを入れて再び攻撃。

※ターゲットを狙いながらもボールを失わない。
※パスとドリブルの選択肢。

（1）用具　ボール、マーカー、ビブス
（2）方法　①攻撃側は、4 つのグリッドでポゼッション。
　　　　　 ②ボールのあるグリッドに守備側は数的優位をつくりにいく。

（1）用具　大コーン、マーカー、ボール、ビブス
（2）方法　①コーンゴールへシュート。
　　　　　 ②DFは範囲内で行う。

　オプション：ライン中央にターゲットマンを置く。

（1）用具　ボール、マーカー、ビブス
（2）方法　
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2009 ナショナルトレセン U-14（前期）

1.トレーニング
　 （成果・課題）

　全体のテーマである「サッカーをしよう」
〜変化を観て・感じて・判断して　質の高
い選択肢を創りだす〜を踏まえて、GK も
1/11 のサッカー選手であることを意識さ
せ、トレーニング・ゲームの中で関わり続
けることを要求しました。GK のテーマと
しては「積極的なゴールキーピング」「良い
準備（ポジショニング・構え・観るなど）」「DF
とのコミュニケーション＆コンビネーショ
ン」「効果的な攻撃への参加（パス＆サポー
ト、ディストリビューション）」としました。
　昨年度同様、ウォーミングアップでフィー
ルドプレーヤー（FP）と一緒にパス＆コン
トロールのトレーニングを行い、FP とし
ての技術習得を目指しました。利き足のコ
ントロールやパスはある程度のレベルにあ
りますが、非利き足は改善が必要なレベル
でした。ビルドアップ時の GK の判断に課
題が見られ、特にボールを受ける前の準備

（観ること）、加えて周りの FP の準備が遅
いことが挙げられます。まだ 1/11 のサッ
カー選手にはなれていないのが現状であり、

今後も、観て選択肢を増やすこと、効果的
に攻撃へ参加するためのパス・コントロー
ルの精度を向上させることが求められます。
　GKトレーニングにおいては、U-13・14
年代は基本要素徹底期であることから、構
えの基本姿勢、キャッチング、ステッピング、
ローリングダウン、ダイビング、アングル
プレーの中でポジショニングなどを中心に
トレーニングを行いました。「基本姿勢」「安
全確実なキャッチング」「ステップワーク」

「ボールのコースに身体を運ぶこと」「ポジ
ション移動した後の構えるタイミング」「適
切なポジショニング」などが課題として挙げ
られます。これらの課題については、期間
中の継続した指導によって意識づけができ、
プレーの改善が見られた選手もいました。
　ゲームでは、常に適切なポジションをと
り続けてプレーできていない、観る習慣の
ない選手が多い、攻撃の優先順位の意識が
低く、前線への効果的なパスが少ないといっ
た課題もありましたが、積極的にプレーに
関わることはできていました。各選手とも
意識したプレーが見られたので、今後も継
続した意識づけにより、習慣として身につ
けていってほしいものです。

2. 今後に向けて

　今回のトレーニングで地域 GK スタッフ
が GK として入らざるを得ず、トレーニン
グの質の維持という面も含め、参加する
GK の人数を増やす必要性を感じました。
実際に指導を受けられる GK を増やせるこ
とで、より効果的なトレーニングを行うこ
とと、将来につながる GK 発掘の可能性が
広げられるでしょう。
　トレーニングにおいては、基本技術も必
要ですが、GK に必要なステップワーク、身
体を自由に動かせるようにするためのコー
ディネーショントレーニングも部分的に入
れていくことが必要だと感じられました。

ゴールキーパー報告

AGC/JFAnews

崩し

【報告者】望月数馬（ナショナルトレセンコーチ）

GK

サーバー

コーチ

１対１＋サーバー（２対２＋サーバーに発展）A ３対３＋GKB

KEY FACTOR
・観る（観ておく）　  　     ・オフ・ザ・ボールの質　　  ・ファーストタッチの質
・逆をとる、駆け引き　 　・緩急     　　　　　　　　　  ・フィニッシュの質
・相手の変化に対応する

KEY FACTOR
・観る（観ておく）　　・オフ・ザ・ボールの質　　　・ファーストタッチの質
・ポジショニング　  　・パス＆コントロールの質　　・逆をとる、駆け引き
・緩急　　　　　　　　・フィニッシュの質　　　　　・相手の変化に対応する

（1）用具　マーカー、ボール、ビブス
（2）方法　①サーバーからパスを受けてスタート。

狙い　まず DFと駆け引きをしてボールを受ける。
　　　DFをよく観ながらフェイントや緩急を使ってゴールを奪う。
　　　ボールを失ったらすぐに奪い返しに行く。

（1）用具　マーカー、ボール、ビブス
（2）方法　①シュートが決まったら攻撃続行（ボールは GK から）。
　　　　　 ②アウトボールは攻撃交代。
　　　　　 ③オフサイドあり。
狙い　積極的にしかけて DFの変化をつくりだす。
　　　DFの変化を見て対応する。
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　10月にナイジェリアで開催するFIFA U-17ワールドカップのシ
ミュレーションとしてアフリカ・ブルキナファソ遠征を実施した。
　過酷な環境の中で、U-17ブルキナファソ代表、地元クラブチーム
などと3試合を行うことができた。

1. 招集GK
●嘉味田 隼（ヴィセル神戸ユース）
　1992年 1月17日生　183cm／80kg
●渡辺 泰広（アルビレックス新潟ユース）
　1992年10月 4日生　180cm／70kg

2.GKテーマ
①積極的なゴールキーピング
②GKからの状況に合ったビルドアップおよびパス＆サポート
③攻守においてGKが関わりを持つ
④暑さの中でも集中して正確にプレーする
⑤目標に向かって『本気』で取り組む

3. 試合結果
6月16日 vs ASFAクラブ　○1-0　　　　　　　GK：嘉味田
　　17日 vs E.S.O 　○3-0　　　　　　　　　 GK：渡辺
　　19日 vs U-17ブルキナファソ代表　○1-0　GK：嘉味田

4. 成果と課題
　トレーニングや試合において常に本気モードでプレーすることを
意識させた。猛暑の中でも（ピッチ上では50度以上）積極的なプ
レーができていた。ビルドアップにおいても、判断良くGKから攻
撃の起点をつくり出し、得点に絡むこともできた。ただし、時間帯
や得点経過によるディストリビューションでは、状況を把握したプ
レーも必要となる場面も見られた。
　成果の一つとして、DFとの連携が良くできていた。シュート
コースを限定させる場面や、プロテクトやカバーの意識もできるよ
うになってきた。
　課題としては、ゴール前でのパワーを持ったプレーがさらに要求
される。パワーを持ったクロスやブレイクアウェイの対応が不可欠
となるだろう。また、ディストリビューションでは、プライオリ

ティーを判断させ、GKから攻撃の起点となるプレーを要求してい
たが、これからは、もっと時間帯や得点経過などを考慮したプレー
も必要とされる。

1. 期間・場所
2009年5月30日〜6月5日／Jヴィレッジ

2. 招集GK
●山田元気（FC XEBECジュニアユース）
　1994年12月16日生　182cm／62kg
●八谷惇希（清水エスパルスジュニアユース）
　1994年 5月15日生　178cm／60kg
●川田修平（フットボールクラブ深谷）
　1994年 4月 5日生　182cm／75kg

3. テーマ
●基本の徹底　　●安全確実なプレー

　今回のキャンプでは、ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、
ミャンマーの5カ国との「日メコン交流事業」として5試合が行
われた。その他に、JFAアカデミーU-16、U-15と2試合を行っ
た。

4. 試合結果
6月2日 vs JFAアカデミーU-16　●1-3　　GK：八谷
　　3日 vs ベトナム　○8-1　　　　 　　　GK：山田
　　　  vs カンボジア　○7-0　　　 　　　GK：川田
　　4日 vs タイ　○8-0　　　　　　 　　　GK：八谷
　　　  vs ラオス　○2-0　　　　　 　　　GK：川田
　　　  vs JFAアカデミーU-15　○5-3　　GK：山田
　　5日 vs ミャンマー　●1-3　　　　 　　GK：八谷、川田

5. トレーニング
　トレーニングでは、ステップワーク（前後、サイド、スラローム
etc）、ジャンプを取り入れ、さまざまな身体の動きを入れた後に

U-17日本代表 ブルキナファソ遠征

【報告者】柳楽雅幸（U-17日本代表GKコーチ）

U-15日本代表 日メコン交流事業

【報告者】大橋昭好（U-15日本代表GKコーチ）

今号ではU-17日本代表、U-15日本代表、GK-C級コーチ養成講習会インストラクター研修会等の報告をお送りします。

活動報告活動報告

U-17 日本代表、ブルキナファソ遠征より

JFA GK プロジェクト
since 1998
JFA Goalkeeper Project
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GKトレーニングを行った。3日目から選手の動きに変化が見られス
ピード感が出てきた。今後行われるキャンプでも、さまざまな身体
の動きを取り入れた（コーディネーション）トレーニングを行う必
要性を感じた。

6. 成果
①積極的にトレーニング、試合に取り組むことができた。
②ブレイクアウェイの状況下では、狙いを持って積極的にプレーす

ることができるようになり、守備範囲が広くなった。
③1対1の状況下では、簡単に倒れずに我慢できるようになった。
④サイドボレーの精度が上がった（それぞれのチームでトレーニン

グを行ってきた）。

7. 課題
①構え、キャッチングなど技術的なところは、少しずつではあるが

進歩が見られた。しかし、もっとレベルを上げなければならない。
②シュートに対するポジションが悪い。これは日ごろの「悪い習

慣」が、そのまま今回でも見られたと思われる。自チームに帰り
意識した中でプレーし改善してもらいたい。

③クロスに対する守備範囲が狭い。そのボールに対する処理の精度
も高めなければならない。

④状況を把握することができない。いつボールから目を離すのか、
そのタイミングが習慣化されていないことが原因であると思われ
る。

⑤的確な指示を味方に送ることができていない。指示を出すタイミ
ングを含め改善しなければならない。

8. 総評
　今回のキャンプではスタイルの違う7チームと試合をすることが
できた。その中からGKを含め選手全体に感じたこととして、相手
がどのような戦い方をしてきているのか、それに対してどのように
対応したら良いか判断することができなかったように思えた。
　GKのプレーとして、相手が前からプレスを掛けてくる状況の中
で、近い選手の足元にパスを出してボールを奪われたり、DFから
のバックパスに対して相手がプレスを掛けてくる状況でコントロー
ルしてドリブルをして近い選手にパスを出したりする場面が見られ
た（実際その状況でボールを奪われ失点をしている）。ボールの保
持率を上げて攻撃をすることは重要であるが、GKとして安全確実
にプレーしなければならない状況では「クリア」する判断も持たせ
ることの必要性を感じた。
　GKからの攻撃の状況では、「攻撃の優先順位」の意識に欠け、
前線に大きなスペースがあり数的同位であるにもかかわらず、一番
目の選択としてそこを観て選べないことが何度となく見られた（サ
イドボレーの精度があったのに残念であった）。JFAアカデミー
U-15、ミャンマー戦は、相手の前線からのプレスにわれわれの良
さをほとんど出すことができなかった。そのような相手に対して、
どのように戦うかという課題を見つけることができた。

　10月のAFC U-16選手権1次予選に向け、今回の経験はスタッ
フ、選手にとって貴重なものとなった。

1. 開催主旨および概要
　2009年度GK-C級コーチ養成講習会のインストラクターのため
の研修会を開催した。今年度からGK-C級において、JFAから1名、
地域インストラクター3名の体制を取るため、インストラクターの
増員と資質向上を目指して、9地域から3名ずつのインストラク
ター推薦をお願いした。

2. 内容
　スケジュールは下表の通りである。指導実践に関しては、受講者
が選手役を務めながら、ファンクショントレーニングの7つのテー
マ、ゲームの6つのテーマの中から1つずつ、コーチとしての指導
実践と、それをコントロールするインストラクターとしての指導実
践を行った。それぞれのセッション後に、JFA GKプロジェクトメ
ンバーが中心となり、コーチとしての指導実践とインストラクター
としての指導実践に関してディスカッションを行った。

　指導実践の主な流れは以下の通りである。
（1）ファンクショントレーニング
　コーチ実践：15分、インストラクター役によるディスカッショ
ン：5分、引き取り：2分、JFAインストラクターによるディスカッ

GK-C級コーチ養成講習会
インストラクター研修会
【報告者】川俣則幸（GKプロジェクト）

集合、ガイダンス

スケジュール
日 程 内 容時 間

5月10日

5月11日

実技・ファンクション（インストラク
ター実践）

 14:00
15:00〜18:00

20:00〜22:00
9:00〜11:30

13:00〜15:00

講義実践
実技・ゲーム（インストラクター実践）
実技・ゲーム（インストラクター実践）

開催日時：5月10日、11日
場所：御殿場高原時之栖
インストラクター：JFA GKプロジェクトメンバー17名
参加者：北海道3名、東北2名、関東3名、北信越1名、
　　　  東海3名、関西2名、四国3名、中国3名、  
            九州3名（うち都合によ り1名辞退）　計22名
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ション：5分

（2）ゲーム
　コーチ実践：10分、インストラクター役によるディスカッショ
ン：5分、引き取り：2分、JFAインストラクターによるディスカッ
ション：5分

　今回の一番大きな試みは、受講者がコーチ役で指導実践を行い、
それを受講者がインストラクターとして評価し、ディスカッション
を行い、コーチ役に対しての引き取りまで行い、そこまでに対して
JFAインストラクターが評価してコメントし、さらにグループ全体
を統括2名が評価してコメントするという形をとったことである。
これにより、インストラクターとしての評価基準のすり合わせと、
インストラクターがディスカッションをどうやってコントロールす
るかという技術面にも踏み込んだことが新たな特徴であろう。

3.今後に向けて
　研修に参加された皆さまに感謝申し上げるとともに、実際の
コースをより良いものにするために力を合わせていきたいと思
う。今後は実際のコースを終えた後で、コース内容と研修会の再
検討を行い、来年度に向けてインストラクター研修会のブラッシュ
アップを図りたい。また、今回の研修で3名の受講者を出せなかっ
た地域があったことは今後に向けた課題である。

1. 四国GKプロジェクト概要
　四国GKプロジェクトの活動が始まったのは、JFAのGKプロジェ
クトが発足したすぐあとの10年前になる。当時、四国地域のトレセ
ンキャンプにコーチとして参加していた山中亮氏（現愛媛FC GK
コーチ）の呼びかけの下に、各県のGK指導者を集めて研修会を
行ったのがスタートである。
　四国GKプロジェクトの主な活動としては、年に一度「四国GKス
タッフ研修会」と、年に二度「四国GKトレーニングキャンプ」を
行っている。そのほかにもナショナルトレセンや四国地域のトレセ
ンキャンプにコーチとして参加している。
　「四国GKスタッフ研修会」は各県GK指導者を集めて1泊2日で
行っている。これまでも指導実践を中心にさまざまな取り組みをし
てきたが、2009年度は6月13日、14日（徳島市球技場）にJFA 
GKプロジェクトリーダーの川俣則幸氏を招いて開催した。実技の
内容は対象年代をU-14として「シュートストップ」と「クロス」を
テーマに行った。受講者は実際に川俣氏の指導を受けることによっ
てコーチング方法や、トレーニングの組み立ての大切さを学ぶこと

ができた。講義ではJFA GKプロジェクトの紹介として、組織や取
り組みについての発表があり、多くのコーチにJFA GKプロジェク
トを認識してもらえることができた。その後、GK指導の現場で抱
える問題をテーマにディスカッションを行った。
　「四国GKトレーニングキャンプ」は8月にU-16・U-18を対象と
したキャンプと、11月にU-13・U-14を対象にしたキャンプをそれ
ぞれ1泊2日で開催している。「四国から代表選手を出そう」をス
ローガンに選手、スタッフは取り組んでいる。

2. 四国各県のGKプロジェクトの活動
【徳島県】
　各カテゴリーにGKコーチを配置（県トレセンU-12〜U-16・女子、
国体選抜）して各カテゴリーの予定に準じて活動している。また、
県トレセン中央研修会での指導やGKクリニックを開催している。
　課題としては今現在、GKスタッフ6名で活動を行っているが2
種・4種・女子の指導者不足が挙げられる。

【愛媛県】
　昨年度はU-13・U-14を対象に愛媛県GKトレーニングキャンプを
行った。今年度についてはU-16、U-17とU-12のカテゴリーも行う
予定である。他には各地区トレセンにおいてもGKトレーニングを
行っている。
　また、愛媛FCにおいてGKスクールも行われており、素質のある
選手の発掘、育成にも目を向けている。

【香川県】
　各地区トレセン活動の中でGKの指導にあたっているが地区に
よってばらつきがある。今後はスタッフの発掘・育成に力を入れて
各地区トレセンを中心に巡回指導を実施していく。また、トレセン
に参加できない（選ばれていない）選手に対してGKスクール等を
定期的・継続的に開催し、底辺から拡大しGK人口を増やす努力を
している。

【高知県】
　各カテゴリーにGKコーチを配置しており、四国GKプロジェクト
活動にも積極的に参加している。育成年代の選手に刺激を与えられ
るように昨年度よりU-15を対象にGKクリニックを開催している。

3. 終わりに
　四国は他地域とは異なり、移動にかかる負担も少なく四県がまと
まりやすい地域であるため、GK育成に取り掛かる際に必要な組織
づくりも早くできた。今後は四国GKプロジェクトの活動がより発
展していくために何が必要かを考え、情報の発信、共有ができるよ
うにしていきたい。
　これまで述べた四国GKプロジェクトの活動は指導者関係各位の
協力があってこそ成り立つものである。そのような方々に心より敬
意を表したい。

四国GKプロジェクト活動報告
【報告者】吉田明博（ナショナルトレセンコーチ四国GK担当）

JFA Goalkeeper Project活動
報告 JFA GK プロジェクト
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　須藤茂光前監督（現JFAアカデミー宇城ダイレクター）の後を
引き継ぎ、4月1日にアカデミーU-16監督（1期生）となり、早
3カ月が経ちました。JFAインストラクターを経験していたとはい
え、アカデミーに関しての知識は乏しく、毎日が新鮮でかつ驚きの
連続です。アカデミー生は寮生活と学校生活、そしてトレーニング
を通して、日々大人へと一歩一歩成長しています。時には苦しく辛
いこともあるでしょうが、下を向かず夢に向かって、夢の先を見つ
めて努力しています。そんな彼らを担当し始めた私にとって、着任
早々のモンテギューでの経験が大きな柱となっています。今回はフ
ランス遠征を通して得たことを中心に紹介します。
　着任一週間後の4月8日から15日まで、フランス・モンテギュー
国際大会にアカデミーU-16（4月8日に入学式を終えたばかりの
新高校1年生）15名と2期生3名の計18名で参加しました。寮
を出発してから現地到着まで丸24時間の移動でしたが、選手も元
気な様子で、到着後すぐにトレーニングを行いました。フランスで
はそれまで3年間指導に携わっていただいたクロード・デュソー氏
夫妻が出迎えをしていただき、見知らぬ土地でしたが選手は日常と
変わらぬ様子でトレーニングに取り組んでいました。
　翌日からは予選ラウンドがスタート。フランスリーグの強豪下
部組織のレンヌ、ボルドー、オクセール、アカデミーの4チーム
で争われました。初戦のオクセール戦は雨が降りしきる中、開始
早々から猛攻を受け前半で3失点、後半も同様に3点を失い1- 6
の大敗を喫しました。国内で通用した技術がハイプレッシャー下
では全くといっていいほど通用しないことを痛感しました。翌日
に行われたレンヌ戦では攻撃時に足元で受けるのではなく、相手
の背後を突くこと、特にオフ・ザ・ボールの選手が積極的に飛び
出していこうと指示を出して臨みましたが、相手が嫌がる効果的
な攻撃には至りませんでした。また、守備面でも相手のミスを待
つ守備が多く、積極的にボールを奪うことができていませんでし
た。結果0 - 3で完敗。3戦目のボルドー戦はモンテギューのメイ
ン会場で行われ、U-16フランス代表対U-16ドイツ代表の試合が
行われた直後の試合でもあり、多くの観衆の中で行われました。
アカデミー生はそれまでの2戦で相手選手のフィジカルやプレー
の速さにやや慣れてきたこともあり、立ち上がりからコレクティ
ブな守備を心がけ、前線からプレッシングをかけてボールを奪う
意識を見せました。しかしファーストディフェンダーの対応が悪
く、主導権を握ることはできませんでした。しかし闘う意識は高く、
ボールを奪われても奪い返す、奪ったらゴールに向かうプレーが
随所に見られました。しかし、一瞬の隙を与えたり、自陣でのミ
スが失点につながり0 - 2で敗れ、グループ最下位となりました。
その後に行われた順位決定トーナメント2試合も連敗し、5戦全
敗で全日程を終えました。

　今大会に参加してアカデミー1期生15名の現在地が確認できた
ことは大変有意義な経験でした。私がアカデミー福島U-16の監督
に就任してから一週間での初遠征であり、選手の顔とプレースタイ
ルがまだ一致しない中で采配を振るう形でしたが、選手は要求する
ことに対して真摯に取り組む姿勢は見せてくれたと思います。ただ、
「やる」のと「できる」との差は大きく、遠征前に行った3試合で
は身についている技術・持久力でゲームを支配することができてい
ました。しかし、モンテギューではそのすべての能力が低く、世界
ではまだまだ通用しないということが体感できました。プレーの原
則にのっとった、まず相手の背後を取る突破のプレーや相手ボール
を積極的に奪いに行く姿勢が不足していること、ハイプレッシャー
の中ではまだまだ技術、判断が悪いこと、ゲームを読む力、走力と
してのスピード・持久力もこれから身につけていかなければならな
い課題です。
　そして何よりメンタル面の弱さが強調された遠征でもありまし
た。ジャッジに対しての不満、味方選手のミスに対しての不満等が
次のプレーの悪さにつながっていました。これから大人のサッカー
に進むにはすべてのポテンシャルを上げなくてはいけないことが選
手だけではなく、われわれスタッフも感じることができたことが一
番大きな成果です。課題は多いですが、この経験を無駄にせずアカ
デミーでのトレーニングに生かす大きなモチベーションとしていき
たいと思います。デュソー氏とのミーティングを通して、これから
は前育成ではなく育成、つまり大人のサッカーに入ったことを確認
しました。勝敗にこだわり、そのためには何をすべきかを監督とし
て知らなくてはいけないことを学びました。
　チームの中で個を生かす。上記に挙げた課題を今後のトレーニン
グで改善するよう努力していくことをアカデミー生全員と話し合
いました。アカデミーでの恵まれた環境に感謝し、自分たちがサッ
カー中心に取り組むことができるようサポートしていただいてい
る多くの人たちをリスペクトする気持ちもより育んでいきたいと
思います。アカデミーでの生活を支えてくれている人たちや仲間は
もちろん、相手チーム、レフェリー、大会や試合などの運営スタッ
フ等々、挙げればきりがないくらいの人たちに対して感謝の気持ち
を忘れず、そして表現できる選手を育てていく。そして真のエリー
トを目指す甘えの許されない環境をつくり上げていきたいと思い
ます。ほんの一週間の遠征でしたが選手やスタッフ、そして何より
私自身が多くのことに触れられたことが今現在、そして今後のト
レーニング、寮生活、富岡高校（アカデミー生全員が通学）での学
校生活すべてに生かすことを再認識することができた実り多い遠
征でした。
　何より、彼らが抱いている夢に向かって、そして夢の先をも実
現できるよう努力していきたいと思います。

男子　【報告者】中田康人（JFA アカデミー福島男子 U-16 監督）
夢の先　〜フランス・モンテギュー国際大会を終えて〜

モンテギュー国際大会より

JFA
アカデミー
JFA
アカデミー
JFA
アカデミー
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【観察】
　理由は海外ではプレッシャーが速いから、ボールがないときに関
わり（味方・相手・スペース・ゴール）すべてを観察しなければ余
裕を持ったプレーができないと思った。だからトレーニングでこれ
からすべてを観ることを課題として取り組む。そのためにボディア
ングルのつくり方を意識する。

【屈辱】
　本当に何もさせてもらえなかった。100％の力を出すことすらで
きなかったような気がした。力を出し切れなかったのは、まだまだ
自分はメンタル的に未熟だからだと思う。フィジカルもテクニック
もすべてにおいてフランスチームより劣っていた。今回の遠征では
世界との差を感じた。屈辱的な気持ちがすごく大きかった。

【気持ち】
　この遠征の試合の中で相手が大きいことにビックリしたり、相手
に得点を大量に入れられたとき、あきらめる気持ちが自分の中にあっ
たのではないかなど、いろいろな面で自分の中にあったのではない
かと思った。これから試合ではやる前からビビらず、自分のできる
ことを最後まで出し切ろうと思った。

【闘う】
　僕はこのフランス遠征で闘うことの重要さを学んだ。1対1や競
り合いで負けない。自分の体力の限界まで走る。各国の代表選手の
試合を見ても闘っていた。そういうところから勝敗はついてくるこ
とを学んだ。これからはこれ以上に闘って行きたいと思う。

【全力】
　日本ではプレーが思い通りにできていたところがあったが、モンテ
ギューで行われた大会では非常に速いプレッシャーだったり、環境に
慣れなかったりして思い通りのプレーができなかった。そのために
もっと練習しなければいけないと思った。また、自分たちが武器とし
ていた『走る』という面でも負けてしまったので、日ごろからもっと
全力で練習に取り組み限界を作らないようにしていきたいと思った。

【後悔】
　なぜこの言葉にしたかというと、大会を通じて後悔ばかりが残っ
たからである。特に心に残ったのが『もっと練習しておけば良かった』
世界との差を縮めるにはやっぱり常に意識して（日本ではなく世界）
練習に取り組むことだと思った。

【戦】
　自分のために戦い、相手のために戦い、味方のために戦う。すべ
てにおいて戦わない選手なんて意味がなく、負けるためではなく勝
つために戦う。これからは自分の限界の一歩先にも足が伸びるよう
に『戦う』ということを忘れない。

【得点】
　理由は2つある。1つ目は今大会で1得点も取れなかったからだ。
FWを目指す者として、フランス人相手に得点を入れたかった。2つ
目は得点に関するスキルがまだまだ不足していると思ったからだ。
一瞬のスピード、シュート精度、タイミング（シュート・動き出し )、
ドリブルなどフランス人から点を取るにはまだまだ不足していると
ころが多かった。このような理由で僕は『得点』の2文字を選んだ。

【自己満足】
　理由は、自分が楽しかったり、気持ちよいプレーばかりであまり
チームのためになっていなかったから。

【情け】
　今回のフランス遠征ではあまりゲームに出場することができな
かった。しかしゲームに出られなかったのは自分に責任がある。中
田さんに要求されたことに応えられなかったから。その中では『闘う』
ということを言われた。球際で闘っていなかった。1ゲーム出れな
いということはとても悔しかった。本当に悔しかった。だから、自
分には何が足りなくて、これからどういうふうに克服していくかを
考えた。チームのためにも自分のためにも頑張りたいと思う。だから、
これからもトレーニングで精一杯頑張って行きたいと思う。

【差】
　世界との差がどれだけあるのか、この大会で分かった。差をなくす
ためにこれからのトレーニングで頑張るという意味をこめて『差』です。

【発覚】
　日本でやっているサッカーがあまり通用しないことを感じ、もっ
と積極的に練習に取り組まなければと思った。自分に今、何が足り
ないのか、ほとんど足りていないことも知った。

【積極性】【工夫】
　プロでも日本人が点を取れないのは分かる気がする。なぜならゴー
ルに向かってプレーしていないからだ。全く怖くない。この大会で
大きな差を見てしまった。同年代のフランス人 FWは、ゴールへの
意欲とそのためのテクニックを持っていた。また、裏への飛び出し
にもドリブルにもゴールを奪うための工夫があった。

【己】
　この遠征で『己』の弱さ、『己』ができたこと、多くの『己』を知る
ことができた。そして、『己』の課題、『己』がプロになるにはまだま
だ成長しなくてはいけないことが分かった遠征だったので『己』を選
んだ。

【知】
　このフランス遠征を通じて、自分がこれまでトレーニングしてき
てしっかりと試合の中で発揮できること、またそうでないことを知
ることができたし、チームでも足りないことが知れたので、この『知』
という言葉を選んだ。さらに世界の同年代の人たちが、どのような
人たちなのかも知れたので良かった。

【感】
　今大会で5試合経験して、フィジカル面や技術面、守備の強さな
どいろいろな面で、日本で通用することも世界になるとまだまだだ
ということを感じることができた大会だと思った。そして、日本に
帰ったとき、ここで感じたことをトレーニングで改善し、またこの
ような大会に出たとき好成績を収められるようにしたい。

【知】
　この大会で僕は自分のどこが通用して、どこが通用しないかを知
ることができた。また、自分は帰って何をしていくべきなのかを知
ることができた。

【働く】
　たった1歳年上のヨーロッパの選手たちは大人なサッカーをして
いた。そして、チームにとって利益になるプレーを行っていた。そ
のことから私はプロのサッカーを職業にしている人に限りなく近づ
いているんだなと思ったので、『働く』という言葉にした。日本の選
手はもう子どものサッカーではなく大人のサッカーをしなければな
らないのです。

　最後にアカデミー1期生15名と2期生3名の計18名が帰国す
る機内で書き綴った、遠征を終えて感じた言葉を掲載します。



26

　アカデミーがスタートしてから継続して取り組んでいるプログラ
ムがあります。その一つに、「コミュニケーションスキル」があり
ます。年10回、3時間の授業を受けています。これは、学校でい
えば一週間に1時間の割合になりますから、1単位時間に相当する
ことになります。これだけの時間を使って、アカデミー生は、コミュ
ニケーションスキルを学んでいます。
　コミュニケーションスキルを学ぶ理由は、自立した選手の育成に
あります。自立とは、自分のするべきこと、行わなくてはならない
ことを考えられるということ。すなわち、自分が責任を持って考え、
行動できる技術。つまり方法論を身につけることにあります。子ど
もたちは（もちろん大人も含めて）、日常生活の中で「なんとなく」「ま
あいいか」とあいまいな行動をして納得しているのではないでしょ
うか。日常の中で、考えさせるということが大切です。これでいい
のかということを他の視点から考えていくことなど、物事をどのよ
うに考えるかをコミュニケーションスキルで取り組んでいます。
　一言でコミュニケーションスキルと言いますが、何を学んでいる
のかというと、言葉を使いこなすための技術を学んでいます。その
具体的な内容は、大きく分けて4つあります。①対話の技術、②説
明の技術、③絵の分析、④本の読み方（テクストの分析と解釈・批判）
です（詳しい内容は、つくば言語技術教育研究所の三森ゆりか先生
の著書を参考にしてください）。
　対話のスキルでは、次の基本的な技術の獲得を目指しています。
・「主語を入れる」・「目的語を入れる」・「結論を先に言う」・「結論
を述べただけで終わりにしない。理由を言う」・「自分の意見には、
必ず理由をつけることを学ぶ」。
　このように、自分の考えを印象でもよいから伝えていくことを学
びます。次に、これをベースにして、分析へと発展させていきます。
このような授業を通していくと、絵の分析では、絵で表されている
作者の意図を読み取れるようになっていきます。すなわち、描写か
ら分析へと考える思考が変わっていきます。
　さて、このコミュニケーションスキルがピッチ上でどのようにか
かわっていくのかという点において、私たちスタッフはディスカッ
ションを行っています。その中で、対話のスキルで基本となる「責
任の所在をはっきりとさせる」ことにより、プレーのあいまいさが
なくなり、何が問題なのかが明確になってくるのです。
　例えば、守備局面において誰が誰をマークしているのかを明確に
することにつながります。「私がボールに行く」「あなたがボールに
行きなさい」「私が、カバーするよ」といったように、一つ一つの
プレーにおいて、一人一人がプレーにそれぞれの狙いや意図を持ち、
自分の意図を仲間に伝えようと努力させる。特に、今年に入ってか
らのテクニカルミーティングでは、それぞれのプレーに責任の所在
を明確にしようと確認しました。そして、毎回のトレーニングで、

ゲームで、このことを確認していくこと。そして、その手法は、
5W1Hを使ってコーチングしていきました。
　アカデミー生は、基本的な言語技術を学んでいますから、少しず
つではありますが、プレー中の言葉が変わってきました。何が変わっ
てきたのかと言うと、プレーの成功・失敗にかかわらず、理由を語
るようになってきました。つまり、意味のないプレーは、説明がで
きませんが、狙いや意図のあるプレーは、自らがなぜこのように考
えてプレーしたかを説明できるようになってくるのです。すなわち、
一つ一つのプレーを意図のある中で、考えて判断してプレーしてい
くことにつながっていきます。
　あるゲームシーンで、ハーフタイムから戻ってくるとすぐにゲー
ムの修正点を話し始めました。それぞれの感想をただ言い合うので
はなく、ゲームの内容に沿った項目を分析し、具体的な修正点を話
し始めました。それもスタッフに促され、チームの決まり事でそう
いう行動をとったのではなく、自らの意思で、そしてチームの全員
が共同して行っていました。
　いつも以上に心の底からゲームに勝利するための想いが沸き立
ち、このゲームに勝つために何をすべきか。というスポーツの原点
に立ち、ミーティングを行っていました。
　サッカーのゲームにおいてミスのないゲームはあり得ません。む
しろ、ミスのスポーツといえるでしょう。その中で、なぜ、自分は
そのプレーを選択したのか。判断したのか。その自分の考えを言葉
にして説明していくことが、いろいろな意見を聞いたり、別な考え
方を知ることにつながっていくのです。なぜならば、サッカーの答
えは、一つではありませんから。
　ようやく、コミュニケーションスキルとフットボールが同調して
きました。少しずつですが、自分が責任を持って、考え、行動でき

女子　【報告者】今泉守正（JFA アカデミー福島女子ヘッドコーチ）

コミュニケーションスキルとフットボール

　© AGC/JFAnews
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　早いもので4月6日に入寮してからおよそ3カ月、この地に集
うアカデミー熊本宇城生たちはいつしか大人の顔つきを持ち合わ
せ始めている。わずかその数週間前、3月に小学校を卒業したばか
り、きっと彼らは大きな期待感と同時に地元・親元を離れることの
不安感と闘ったに違いない。その闘った過程が彼らを成長させ、自
覚と自立の芽生えを増長させたのであろうと感じている。その一方
では保護者の方々にも闘いがあり、その心中はいまだに格闘中と
いったところかもしれない。
　須藤茂光監督率いる「JFAアカデミー熊本宇城」は、監督以下
スタッフ・熊本宇城1期生、合わせて20名で船出した。われわれ
のアカデミーは既存の「福島型」とは異なることが数多く、その
出帆に当たっては戸惑いや不安が拭えずにいたのも事実であり、私
にとっても大きな闘いであった。「宇城型」の構築はまだ始まった
ばかりであるが、積み重ねてきた日々の一日一日があまりにも貴重
すぎて、この任をお引き受けしたことの喜びに包まれている。アカ
デミー生のひたむきな姿、保護者の方々の愛情、関係者・スタッフ
の熱意、そして何より地元のご厚意には触れずにはいられない。
　われわれは公共の施設である「宇城市立ふれあいスポーツセン
ター」とNPO法人が管理する「スポーツアカデミー熊本宇城寄宿
舎」をお借りすることで活動させていただいている。私にはもう
一つの顔があり、「ふれあいスポーツセンター」の管理人として窓
口業務に携わっている。最近は電話口で『スポーツセンターです』
と言うことにも慣れてきた。いずれの瞬間も貴重な体験であり、そ
のすべてがアカデミー展開のさらなる拡大にとって重責であると
自負している。
　「宇城型」の特徴は、週末の帰省である。入校前、とある保護者
の方から「学割」の適応について相談された。私は準備できていな
かった。確かに保護者のご負担を軽減するためには活用すべき事案
であり、さっそく準備に取り掛かった。ただし、この事案は私一人
で動ける問題ではなく、アカデミー生がお世話になる小川中学校、
その発行を管理するJR九州の協力なしには前進しなかった。わず
か13名とはいえ、学割適応者が7名前後とはいえ、年間の帰省回
数と適応者を乗じると総枚数は200を超える。しかもその帰省期
間によっては往路分と帰路分の両方を取得しなければならず、この
作業が円滑に行われることが急務であった。今もなお、この作業が
週半ばから末に行われているが、この場をお借りして共に遂行して
いただいている関係各位に謝意をお伝えしたい。特に電話一本で乗
車券の発券をアカデミー生の乗車タイミングで作業していただい
ているJR小川駅職員の各位には平伏である。これら一連の「関わ

り」に宇城市民の、小川町の温かさを感じ、この地で成長する道を
選んだアカデミー生には将来各方面に進んだ際にこの「温もり」
を発信してもらいたいと願うばかりである。
　公共施設であることは、一般の方々との共存も使命であり、これ
もまた「宇城型」なのであろう。この稿を仕上げている期間にも多
くの利用者が訪れる。窓口にいると『トイレを貸してください』と
よく言われる。私は必ず『借りると言わないでください。ここは皆
さんの場所です』と。週末、アカデミー生が帰省中であってもこの
やり取りは絶えない、まだまだ皆さんとの温度差はあるのかもしれ
ない。この現状があるからこそ「やりがい」とも言える。かつて私
の学び舎には『すすんで鍛錬の道を歩むもの以外は門をくぐっては
ならない』と刻まれていた。宇城の現状は自分にとってありがたい
環境である、何もかもが貴重な瞬間である。
　「宇城型」は言葉だけでは理解し難い、説明するよりはそこに流
れている「時」と「気」を感じていただくのが良い方策だと感じる。
人を引きつける何かがあってほしいし、そうしなければならないと
思う。難しいのではなくて、今までになかったスタイルだからであ
る。その日々の積み重ねこそが唯一の近道としか言えないのだと思
う。その一端を担うことができるのが私の最高のモチベーションで
ある。まだまだ未成熟な「宇城型」ではあるが、この取り組みがや
がて大きな財産となり、あらゆる礎となることが誘致に尽力してく
ださった宇城の皆さんへの大きな還元材料なのだと。アカデミーを
訪れる人々が宇城を発信し、宇城を訪れる人々がアカデミーを発信
し、相乗の活性関係を構築することが今は最大の目標である。その
流れの中で、何人の若いアカデミー熊本宇城生たちが世界に向けて
羽ばたいていくのかが待ち遠しく感じるこのごろである。

るようになってきました。これこそが、自立への第一歩なのではな
いかと思います。コミュニケーションスキルを学んでいる成果の表
れといってよいでしょう。

　そして、さらなる効果を生み出していくためには、私たちスタッ
フの言語技術力をさらに磨きをかけるよう、学んでいかねばなりま
せん。

熊本宇城　【報告者】白川 晋（JFA アカデミー熊本宇城 総務兼選手管理）

　© Jリーグフォト㈱
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　琵琶湖湖畔に位置する滋賀県湖南地区トレセンに、昨年の11月
19日にお邪魔しました。当日は全国的に冷え込んだ日で、会場の
佐川急便グラウンドでも風が非常に冷たく感じました。スタッフは
子どもたちが集まる前から打ち合わせを始め、オーガナイズの準備
に取り掛かっていました。その後集まってきた子どもたちは元気
いっぱいで、その明るいあいさつに寒さも吹き飛ぶ勢いでした。
　湖南地区トレセンは、5年生19名、6年生15名の計34名で実
施しています。大人数のため、サポートスタッフの協力なしでは質
の高いトレーニングができない状況です。そんな中、スタッフの皆
さんが狩野倫久モデルコーチの助言のもと、事前の打ち合わせから
しっかりとしたかかわりを持ってトレーニングに参加されており、

私の心配はたちどころに払拭されました。サポートコーチの1人が、
この日のトレーニングプランをあらかじめ作成されたのですが、狩
野コーチとのメールのやり取りの中で、子どもたちの現状に合った、
より良いプランに修正されていました。それを、急に寒くなったこ
の日の天候に合わせ、狩野コーチがアレンジを加えて実施していま
した。これは、集まったスタッフが、ただコーチングにかかわるだ
けではなく、全員でトレーニングプランを立て、子どもたちに獲得
させたいテーマを明確にしているからこそ、成し得ることなのです。
　さて、実際のトレーニングを紹介しましょう。最初に、コーチが
事前にミニハードルを並べたオーガナイズで、ウォームアップが開
始されました。狩野コーチの説明とデモに、子どもたちはしっかり

 モデル地区
トレセン
 訪問記⑤

  湖南地区トレセン　11月19日　18：30 - 20：00

滋賀県湖南地区トレセン
（モデルコーチ：狩野倫久コーチ）
【報告者】眞藤邦彦（JFAインストラクター）

写真右端が狩野倫久コーチ、写真左から2人目が、今回のトレーニング
メニューを作成した宇野コーチ

寒空の下、子どもたちは元気にあいさつをかわしていた

・ボールフィーリング　　・動き出しのタイミング

・正確性（動き・技術）

①ドリブル⇒ストップ②ドリブル⇒スイッチ③ラン・ウィズ・
ザ・ボール

ウォーミングアップ
（ミニハードルを使った
 コーディネーション）

ウォーミングアップ
（ドリブル＆パス）



・周りを観る

・ファーストタッチ

・コミュニケーション

・パスの質

・パス＆ムーブ

・動き出しのタイミング
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と耳を傾け、デモを見て集中して取り組もうとする姿勢がありまし
た。トレーニングに取り組む雰囲気はすばらしく、てきぱきと進ん
でいきました。セッションが変わるたびに、子どもたちが素早く後
片付けをし、コーチが新しいオーガナイズを手際よくセットしてい
ました。これも躾（しつけ）の一環なのでしょう。子どもたちはリ
ズミカルにテンポ良く集中してトレーニングに励み、コーチは個別
にアドバイスを送り、見る見るうちにプレーの質が上がっていった
ように思います。
　トレーニング全般は、最初からスピードを求めるのではなく、質
を追求していました。ところが質の追求をしていくと、テンポ良く
ボールが回り始め、スピードを求めなくても自然とリズム良くテン
ポも上がって、最後には正確性と合わせてスピードも追求すること
ができていました。少しずつ要求を上げていくコーチングに対して、
子どもたちは段階を踏んでスムーズに、自らの力でプレーの質を上

げていくことができたのだと思います。その他のコーチングにおい
ては、デモがすばらしく、全体にあるいは個別に、シンクロで声を
かけるタイミングが絶妙でした。強く要求するときの口調とのメリ
ハリがあり、良いプレーの基準が子どもたちにすんなりと落とし込
めていたように思います。何よりも子どもたちがトレーニングを成
立させようと努力していることには大変驚かされました。例えば人
数の少ない箇所では子どもたち自身が移動して人数を補い、パスの
ところをドリブルに変えてトレーニングがスムーズに流れるよう
にしていました。これも、日々のトレーニングを通じて子どもたち
に理解させているからでしょう。サッカーをやりたければ自らがた
くさんサッカーができるように工夫することは当たり前のようで
すが、なかなかできるものではありません。このようなシーンを見
ても、狩野コーチのポリシーを十分に感じ取ることができました。

・周りを観る　　　　　　　　 　・ファーストタッチ

・コミュニケーション　　　　　　・ボールに寄る

・パス＆ムーブ　　　　　　　　 ・パスの質

・良い準備（スペースの確保）　　・攻守の切り替え

・積極的な守備

・攻守の切り替え　　・良い準備（ボールの移動中に観る）

・パスの質　　　　  ・幅と厚み（バランス）

・関わる

トレーニング 1　パス＆コントロール

トレーニング 2　4+2F 対 4+2F
　　　　　　　　（ポゼッション）

ゲーム（8対8-GK）2コース



北
海
道【報告者】徳田恒徳（ASC あつまスポーツクラブ代表）

U-14交流リーグの立ち上げU-14交流リーグの立ち上げ

U-14 交流リーグの立ち上げにあたってU-14 交流リーグの立ち上げにあたって
　　私たちは有志の 8 クラブ（アンフィニ MAKI FC、コンサドー
レ札幌、SSS、ユニオン、フォーザ、DOHTO、札幌 Jr、ASC）
が集まり、2009 年 5月に「U-14 交流リーグ」というプライベー
トリーグをスタートさせました。このリーグ立ち上げの理由は、「選
手たちのためにプラスになることはやっていこう」という想いから
でした。
　現在、北海道の 3 種年代は、U-15 を対象に 13 地区、5 ブロック、
北海道 1 部、2 部で「カブスリーグ（北海道の 3 種リーグの総称）」
が行われるようになりました。これは、地区から北海道までのピラ
ミッドをつくり、長期にわたって、北海道全体でレベルに応じた拮
抗したリーグ戦を行っていこうという「リーグ改革」によるもので
した。そのおかげで、今年度からは長期にわたってリーグを戦うこ
とができるようになり、各チームが以前よりも高いモチベーション
で練習や試合に取り組めるようになりました。
　また、北海道カブスリーグ U-13 がスタートしたり、各チームの

セカンドチームが 1 つ下のピラミッドのリーグに参加できたりと、
各年代の選手がリーグ戦に参加できる環境が整いはじめてきまし
た。しかし、U-14 に関しては、今までの新人戦の流れと同様に、
秋（10月）からのスタートとなり、4 月から 9 月までは U-14 での
公式戦は全くないのが残念なところでした。そこで、「U-14 もでき
るところからリーグ戦をやりましょう」と声をかけ、賛同チームが
集まり実施に至りました。
　U-14 交流リーグの進め方については、5 月から 7 月を開催期間
とし、それぞれのクラブが参加しているリーグの日程やスタッフの
確保等で都合が悪い日を調整し、対戦カードや時間帯を決定しまし
た。また、審判については各チームの時間の負担を軽減するため、
主審は当該チームの指導者が、副審はチームの選手 1 名ずつが行う
ように取り決めました。そして、会場についてはできるだけ集まり
やすい場所を前提に、少しでも良い環境で試合ができるよう、いろ
いろな方々にご協力いただき、人工芝や芝のグラウンドで行うこと
ができるようになりました。チームによっては同時期に U-15 カブ
スリーグが行われているため、U-14 から上の学年の試合に出場し
ている選手もいますが、ゲームは常に真剣勝負で、U-14 の選手た
ちにとっては最高の刺激の場になっています。
　「選手たちのプラスになることはやっていこう」「できるところか
ら始めよう」でスタートした U-14 交流リーグですが、今後は、よ
り良い形で北海道全体に広まり、年間を通して、各年代で、拮抗し
たリーグ戦が行えるよう、微力ながら活動していきたいと思います。

関
西【報告者】奥野高明（関西サッカー協会 関西トレセン U-14

チーフ、滋賀県サッカー協会理事・ユースダイレ
クター・県トレセン部長・県 3 種技術委員長）

滋賀県トレセンの活動滋賀県トレセンの活動

1. 滋賀県の概要1. 滋賀県の概要
　関西の北部に位置し、日本一大きな湖「琵琶湖」（周囲 235.2km）
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日本サッカーの強化・発展を目的とし、
個を高めていくことを目標とする「ト
レセン活動」とリーグ戦の創出。
ナショナルトレセンをはじめ、全国各
地でさまざまな形のトレセン活動や
リーグ戦の取り組みが行われています。
今号では、北海道と関西地域の取り組
みをご紹介します。

▼▼

北海道、
関西地域の
活動から

各地のユース育成の取り組み各地のユース育成の取り組み

北海道・U-14 交流リーグより

北海道・U-14 交流リーグより



があり、人口 140 万人の全国 30 番目の県である（関西 2 府 4 県
では 5 番目）。しかし、人口増加率でいえば 1995年〜 2000年の
統計では 4.3％と日本一であり、今後 30年間の人口増加率の高さ
も日本一になるだろうと推計され、京阪神のベッドタウンとして人
口がどんどん増えている現状である。

2. 滋賀県トレーニングセンターの活動について2. 滋賀県トレーニングセンターの活動について
　県トレセンの主な活動拠点としては、2005 年 10月にオープン
した野洲川歴史公園サッカー場「ビッグレイク」（人工芝グラウン
ド 2 面・天然芝グラウンド 1面）で活動している。（社）滋賀県サッ
カー協会もこの敷地内にあり、現場と協会とがいつでもすぐにコ
ミュニケーションがとれる理想的な関係である。
　ビッグレイクでは、ナショナルトレセン U-12 関西が毎年 12 月
に開催されたり、U-15 〜 U-18年代の代表チームの合宿に使用さ
れたりと身近に代表選手のレベルを知り、トレーニングなど研修
できる機会を与えてもらい、滋賀県にとって大変ありがたいこと
である。

（1）県トレセン　U-12・13・14・15・16（国体）
● U-12
・毎月 2 回程度（土曜日か日曜日、17:00 〜、ビッグレイク）
・関西 U-12 トレセンリーグに参加
・埼玉国際ジュニアサッカー大会に参加
・関西トレーニングセンターに参加
・奈良チャンピオン CUP に参加
・海外遠征（韓国）3 泊 4 日

● U-13
・毎月 2 回程度（木曜日、18:30 〜、ビッグレイク）
・滋賀招待中学生サッカー大会に参加
・関西トレーニングセンターに参加
・静岡遠征に参加
・滋賀県 U-13 と 4 地域トレセンとのリーグ戦に参加

● U-14
・毎月 2 回程度（木曜日、18:30 〜、ビッグレイク）
・関西 U-14 トレセンリーグに参加
・滋賀招待中学生サッカー大会に参加
・関西トレーニングセンターに参加
・京都招待トレセン大会に参加
・関西招待中学生選抜大会（ガンバカップ）に参加
・海外遠征（ブラジル）12日間

● U-15
・毎月 2 回程度（木曜日、18:30 〜、ビッグレイク）
・関西トレーニングセンターに参加
・京都招待トレセン大会に参加

● U-16（国体）
・毎月 2 〜 3 回程度（ビッグレイク）

・関西 U-16 トレセンリーグに参加
・強化合宿・強化遠征に参加
・ミニ国体参加

（2）女子
●女子 U-11・12
・毎月 2 回程度（月曜日はビッグレイクで練習、土・日曜日の練習  
　および試合は他会場）
・湖南市杯サッカー大会に参加
・兵庫女子ユースサマーサッカー大会に参加
・関西小学生女子サッカー大会および関西トレセン選考会に参加
・びわこカップに参加
・神戸ニューイヤーカップ U-12 に参加
・大阪少女選抜招待サッカー大会に参加
・兵庫女子ユース U-11 スプリングサッカー大会に参加

●女子 U-15
・毎月2 回程度（水曜日、18:30 〜、ビッグレイク）
・千葉遠征に参加
・びわこカップに参加

●女子 U-18（国体）
・4月〜 8月、2 回程度
・強化合宿・強化遠征に参加
・ミニ国体参加
・びわこカップに参加

（3）GKプロジェクト
・U-12 〜15の県内チーム（登録チーム）の GK 対象
・毎月 1 回程度（月曜日は野洲高校人工芝）

（4）スーパーGKプロジェクト
・U-12 〜15 の地域トレセンおよび県トレセンGK
・GKプロジェクト練習会＋毎月 1 回程度（木曜日の県トレセン時）

3. 滋賀県トレーニングセンター（地域トレセン）の  
   組織図について
3. 滋賀県トレーニングセンター（地域トレセン）の  
   組織図について
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U-12
（5地域）

U-14（U-13）
（4地域）

U-15
（4地域）

（後期より開催）

湖西トレセン

湖南トレセン（モデル地区トレセン）

甲賀トレセン

湖東トレセン

湖北トレセン

湖西トレセン

湖南トレセン

甲賀トレセン

湖北トレセン
湖西トレセン

湖南トレセン

甲賀トレセン

湖北トレセン
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4. 滋賀県トレーニングセンターの海外遠征
   （U-12・U-14）
4. 滋賀県トレーニングセンターの海外遠征
   （U-12・U-14）

● U-14
　2002年〜 2009年の 7 回、ブラジル・サンパウロ市へ 12日間
遠征（2003年はイラク戦争勃発のため中止）。
　大会名：「ブラジル・日本国際ユースサッカー選手権大会」
　参加チーム：サンパウロ FC、コリンチャス FC、ポルトゲーザ
FC、サントス FC、パルメイラス FC、サンベルナルド FC など
　有名トップチームのジュニアユースとゲームができ、同じ年代の
ブラジル選手との差（技術や判断力など）を肌で感じ、サッカーに
対する考え方・意識を改善できるすばらしい遠征である。
● U-12
　2004年〜 2008年、中国・上海へ 4 日間遠征。
　対戦相手：上海申花 SVA 足球学校・上海日本人学校 他
　2009年、韓国・ソウルへ遠征。
　対戦相手：忠義中学校（U-13・U-14）、白楊中学校（U-13・
U-14）、大新中学校（U-13・U-14）森林中学校（U-13・U-14）
　中国・韓国ともに 1 ないし 2 カテゴリー上の選手と対戦ができ、
フィジカルの強さや高さに対しての対応など多くのことを学べた。

5. 滋賀県トレーニングセンターの課題5. 滋賀県トレーニングセンターの課題

（1）2種
・2 種年代のトレセン活動のあり方（国体のためのトレセン？個を

育てることと勝利することのギャップ？）。
・2 種年代指導者の 3、4 種への関わり（スタッフ）。
・トレセンマッチデーの有効的な活用。

（2）3種
・各種別との連携。
・県トレセンと地域トレセンとの交流を密にしていくこと。
・トレセンマッチデーの有効的な活用。

（3）4種
・キッズからのスムーズな引き継ぎ。
・県トレセンと地域トレセンとの交流を密にしていくこと。特にモ

デル地区トレセンへの積極的な参加。
・8 対 8 のゲームの推奨。
・トレセンマッチデーの有効的な活用。

6. 滋賀県のサッカーの未来6. 滋賀県のサッカーの未来

　「JFA2005年宣言」を受けて、「2015年に世界のトップ 10を
目指す」滋賀県でできることは何か。滋賀県から多くの代表選手を
輩出するにはどうすべきか。今一度、滋賀の指導者が本気になって
考え、実行していかなければならない時期になっている。ハード面
は、他府県に比べると大変良い環境が整っているので、選手の育成
に関わって指導者としての意識改革・現場での指導力（スキルアッ
プ）などの向上が、「滋賀スタイル」として根づいていくだろうと
確信している。

関
西【報告者】星原隆昭（関西地域ユースダイレクター）

関西サッカー協会技術委員会の取り組み関西サッカー協会技術委員会の取り組み

　世界のトップ 10 そして Japan's way の構築を目指す中で、チー
ム・地区トレセン・府県トレセンの活動の充実とともに、関西地域
レベルでの活動も活発になってきました。従来の 3 カテゴリー（3
種別）合同による関西トレセン大会（8月、3日間）をはじめ、特
にトレセンリーグは、2009 年度より各カテゴリー協力の下、トレ
センマッチデー定着に向けてスタートしました。今後さらに統一し
ていきたいと思います。各カテゴリーの従来の事業に加えた主な新
しい取り組みを紹介します。

U-12トレセン
・ナショナルトレセン U-12 関西の 2 回開催：8月のトレセン大会

を練習会形式にし、ナショナルトレセンU-12へ（2009 年度より）。
・年間を通じたトレセンリーグ

U-14トレセン
・年間を通じたトレセンリーグの実施（2008年度より）：関西 6

府県と J リーグクラブ 4チーム、合計 10 チームによる。
・関西各府県 U-13 トレセン交流戦：関西トレセン大会時に実施予

定

U-16トレセン
・年間を通じたトレセンリーグ：前期は国体予選の組み合わせに反

映。後期は J リーグクラブを除くメンバーで構成。関西 U-17 地
域キャンプ〜 JFA U-17 地域交流戦に反映。

指導者養成
・公認 A 級コーチ養成講習会トライアル
・公認 A・B 級コーチリフレッシュ研修会





1.3年目を迎えた47FAユースダイレクター制度1.3年目を迎えた47FAユースダイレクター制度
　2009年度の47FAユースダイレクター研修会が5月29日から31
日までの3日間、JFAハウスおよび千葉県のエアロビクスセンター
で行われた。
　「JFA2005年宣言」を受けて日本サッカーが世界のトップ10入
りをするために、各都道府県での育成責任者である47FAユースダ
イレクター制を始めて3年目に入った。日本が世界で闘うためには
ストロングポイントで闘うことが必要だと考えている。そのストロ
ングポイントは「技術力」「運動量」「組織力」である。日本人は
器用な国民であり、これまでオリンピック等の世界大会で金メダル
を取った競技はすべて技術力で勝って世界一に輝いている。決して
高さやパワーで世界一になったのではない。サッカーにおいても器
用さが武器であり、多彩なフェイントやボールタッチの早さなどす
ばらしいものがあると思われる。しかしプレッシャーの厳しい現代
サッカーの中で、状況に応じた必要なテクニックが日本には不足し
ている。「プレッシャーの中」「動きながら」でもぶれない技術、
「観ること」により状況に応じた素早い判断、そしてサッカー全般

における「サッカー理解力」を向上させなければ世界のトップレベ
ルには到達できない。ストリートサッカーの環境のない日本の中
で、世界で通用する選手を育成するには、年代に応じた刺激を与え
て長期一貫指導を行うことが必要である。そのためにトレセン、指
導者養成、年間リーグの創設等多くの改革を行っている。しかしこ
れらの改革は表面の形だけを整えたとしても効果はないと考えてい
る。キッズ年代からU-18の育成年代全体でのトレーニングとゲー
ムの環境を通して、「コーチが教える」環境から「選手が育つ」環
境づくりを行わなければならない。そして選手がサッカー理解を深
めていくことが重要と考えている。緩急に乏しく、時間帯や点数差
など相手との駆け引きは日本の苦手としている部分と言える。「ポ
ジションや各エリアでの役割理解」「チャンスとピンチを感じる
力」等のサッカー理解が身につく環境を、大人が整えていく必要が
ある。そのためにユースダイレクターには47FA内での育成環境を
整備していく、リーダーとしての役割を担ってもらっている。

2.世界基準の共有2.世界基準の共有
　毎回アナウンスしていることであるが、国内での勝ち方を議論
したら多くの方法があり、一つの方向性を示すことは難しい。だ
から日本が「世界で闘うこと」からの逆算が必要であり、そのた
めには世界基準の共有をしていかなければならない。これまでは
JFAの発信であるJFAアカデミーでのクロード・デュソー氏の講義
や実技研修、FIFAクラブワールドカップを視察して世界のトップ
クラスのチームや選手を見てきた。今回はJFAハウスでの研修の後
にキリンカップサッカー2009のベルギー代表対チリ代表戦の視
察を行った。常に世界を意識した中の日本の立ち位置を確認し
て、それを各FAに落としていくことが重要だと考えている。わ
れわれ指導者のサッカー理解が不足していたら選手に適切な示唆
をすることは難しい。今後は真の育成リーダーになりうる方々に
海外研修の場も考えていき、世界から見た日本の育成を47FA内
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で行っていただきたいと考えている。
　1日目は世界基準から逆算した考え方からのユースダイレクター
の役割、各年代の代表報告、リーグ改革の意義、トレセンの考え方
等の報告と、各地域からの好事例報告が行われた。地域からの報告
ではJFAの改革に対して抵抗感や、「中体連」「高体連」など既存
連盟の規約など多くの壁があり、思うように進まない部分も報告さ
れた。しかし全体的に確実に工夫しながら改革が進んでいることが
うかがえた。各FAで種別の枠を取り除いたユース部会等が行わ
れるようになってきている。それはユースダイレクターの方々
が「ぶれない方向性」を示していただいているからだと思われる。
初めは抵抗感のある方たちとも、話を繰り返していく中で理解が深
まってくる。お互いが顔を合わせていく中で理解者が増えて、選手
のために何が必要かを考えて協調性や組織力を発揮できることは、
まさに日本のストロングポイントだと感じられる。またJFAとして
も全国大会の日程変更等を早急に示し、年間リーグを創設できるカ
レンダーの調整を行い、改革に取り組めるようにしていきたいと考
えている。

3.現場の人であること3.現場の人であること
　2日目からはエアロビクスセンターで指導実践を行った。大会の
運営を行う人と、選手をコーチする人が分割されていたらサッカー
を文化にすることはできないと考えている。これまでの日本におい
て「大会」は、非日常のイベントとして過剰に運営に力を使ってい
るところがあった。しかし公式戦は毎週行われる日常のこととして
とらえ、ホームチームが相手チームを迎えてゲームの場を設定して
いく。その中で必要なピッチ作りや審判の依頼など、最低限の運営
を行うことは当たり前のことだと思われる。だから選手にコーチす
る人とゲームを運営する人は同じ人であるべきだと考えている。各
FAの育成責任者であるユースダイレクターはFA内での企画立案を
行いながら、トレセン等では中心的にコーチングを行う人であって
ほしいと考えている。コーチとしての資質向上のために指導実践を
通してお互いに意見を出し合い、議論を咀嚼（そしゃく）しながら
コーチングを研修することが重要であり、今回も多くの意見交換が
できたのは有意義であった。
　夜には小野剛・育成担当技術委員長からの指導実践の振り返りで
共通課題が示された、その一つが、「キーファクターとは何のため
にあるのか」であった。フォーカスコーチングのためにテーマに
沿ったキーファクターは複数ある。しかしサッカーは常に流動的な

競技であり、選手のプレーを決めることはできない。コーチが決め
ている順番でフリーズしキーファクターを言うのか、起こっている
現象の原因を修正するためにフリーズをするのかは重要な問題だと
思われる。選手のプレーを観て状況に応じたフリーズをしていくた
めには、キーファクターはコーチの頭の中の「引き出し」に分散し
て入れておき、選手のプレーを観て複数ある「引き出し」から必要
なキーファクターを取り出してくることが必要になる。またキー
ファクターを羅列することでは選手を改善していくことはできな
い。フリーズコーチングを受けた後に、指摘に対してトライしてい
る選手がいるのに、そのことに対しては働きかけがなく、次のキー
ファクターをコーチングしているケースも多かった。トレーニング
の流れや運動量を確保しながら、シンクロコーチングで具体的に褒
めていくことが重要だと考えている。フリーズとシンクロのバラン
ス、キーファクターの言いっ放しにならないでトライを認めてあげ
ること、コーチが「教え込む」だけでなく「選手が自ら考える」ト
レーニングオーガナイズを作れるようになっていきたい。3年目を
迎えた中でお互いの顔が見え、本音を言い合える充実した指導実践
を行うことができた。

4.47FAロードマップの作成47FAロードマップの作成4.
　2日目の夜は地域のディスカッションを行った。「JFA2005年
宣言」の具現化に向けたロードマップが昨年示され、各FAで改革を
進めるための会議体もできてきている。今後はJFAとして全国大会
の整備を取り組んでいく。そして各FAとしてFAのロードマップを
作るときに来ていると考えている。総論賛成でも各論になると各FA
で抱えている問題点には違いがある。障壁となっている問題点を洗
い出し、どのように取り除いていくかを明確にすることが必要だと
考えている。改革には痛みも伴うが「今を変えていく」ことを行わ
なければ、日本サッカーが世界のトップ10に入りFIFAワールド
カップで優勝することはできない。100年の歴史の中でどこかで行
うことであれば、今われわれの手で行うべきだと考えている。そし
てサッカー界が先んじて行っている改革は、日本のスポーツ界全体
の方向性を示していることであり、スポーツ全体の発展に寄与す
ることとも考えている。各FAでの理解者を増やし、時にはリーダー
シップを発揮して、FAのロードマップを作成していただきたいと
思っている。多くのサッカー仲間の力が集結できてきて、将来への
パワーを感じるユースダイレクター研修会であった。
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概要1

日　程：①コース　6 月 5 日〜 7日（2 泊 3日）
　　　　②コース　6 月 12日〜 14日（2 泊 3日）
場　所：J ヴィレッジ
参加者：47FA チーフインストラクター
　　　　（①コース：40 名、②コース：51名）

開催にあたって2

　「47FAチーフインストラクター」の役割は、47都道府県サッ
カー協会（47FA）で行われている指導者養成の中心者として、
47FAインストラクターと協力し、地元のサッカーの発展に貢献す
ることです。今回の47FAチーフインストラクター研修会も全国か
ら各FAで指導者養成事業を企画、展開をする中心の方が集まり、2
泊3日の研修を行いました。
　研修会にはJFAテクニカルアドバイザーのクロード・デュソー氏
が、講義と指導実践型の実技を担当しました。参加した47FAチー
フインストラクターの方々は実に真剣な態度で研修を受けていただ
き、ディスカッションでは時間が足りないくらい熱心に討議をして
いただきました。
　また、現在JFAで積極的に推進しているリーグ戦化に向けて、特
に4種年代のリーグに焦点を当て、今後、各FAで行われる講習内容
の共通理解を図りました。今年度の各種講習会、研修会等で伝達さ
れますので、ぜひ多くの指導者の方々に受講していただき、理解を
深めていただきたいと思います。ここでは、今回の研修会の概要を
報告します。

研修会の主な狙い3

　今回の研修会の狙いは主に以下の3つです。
（1）47FAで行われる公認C級・D級コーチ養成講習会の充実
　　のためのチーフインストラクターとしての指導力向上

（2）リフレッシュ講習会等で展開される講習内容の伝達
（3）JFA指導者養成事業の全体像の確認と各FAの展開のため
　　の情報交換

指導実践型実技講習4
 
　デュソー氏の実技は、1つの基本となるトレーニングをデュソー
氏自身が行い、そのトレーニングを研修生がテーマの主旨を生かし
て発展させる指導実践型の実技講習でした。「パス＆コントロー
ル」のテーマで最初のトレーニングが行われ、より反復を多くし、
試合状況に近づけるためのオーガナイズに研修生が発展させていき
ました。トレーニング後にデュソー氏を中心に全員でディスカッ
ションを行い、コートの広さやゴールの設定、ルールなどのオーガ

ナイズやコーチングに対して研修生が意見を出し合い、お互いの理
解を深めていく形式でした。指導者に必要な選手を観察し、分析し
てトレーニングの内容を考えていく、プランニングの能力のレベル
アップを図る内容でした。

指導実践5

　公認C級コーチ養成講習会で行う実技のテーマを研修生のグルー
プに割り振り、研修生が実際に指導をして同講習会で伝えるべきポ
イントの確認を行いました。
　コーチングの模範を示すときに各テーマで強調すべき点やトレー
ニングの狙いを明確に伝えることができるように、一つ一つのコー
チングに対しても活発にディスカッションを行いました。また、そ
の後に同じメンバーでテーマに沿って発展させたオーガナイズを作
成し、実際にトレーニングを行い、これに対してのディスカッショ
ンも行って、指導者としての資質の向上を図りました。今回行った
指導実践型の研修は、指導者として持つべきプランニング、コーチ
ングの能力を向上させるために大変有効であることを再認識するこ
とができました。

講義6
（1）47FA U-12 指導者研修会の内容の伝達
　現在JFAが行っているリーグ戦の推進の一環として「4種リーグ
戦」に出場するチームの指導者には、この研修会への参加が義務づ
けられています。その狙いは、育成年代の特にゴールデンエイジの
子どもたちにとって、より良い環境でサッカーをすることの重要性
を理解してもらうことです。この研修会には指導者だけではなく、
選手や保護者の方にも理解していただきたい内容が多くあります。
選手、指導者、保護者の力を合わせて、この年代のサッカーをより
すばらしいものにしていきたいと考えています。
　この研修会のテーマは「合言葉はプレーヤーズファースト」「育
てることと勝つこと」「リーグ戦の考え方」「U-12年代の課題」
「この年代に適したサッカー」「大会ガイドライン」「めざせ、ベ
ストサポーター」「判断と自立」「フェアプレー、グリーンカー
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ド」「たくましい選手の育成」の10テーマから成っています。
　それぞれの内容が子どもたちのサッカー環境をより良くするため
のもので、子どもたちの将来を考えた指導の大切さが伝わる内容で
す。4種の指導者の方だけでなく、多くの指導者の方と共有して子
どもたちのサッカー環境を発展させたいと思います。各都道府県の
リフレッシュ研修会等でも扱われますので、ぜひ多くの方に受講し
ていただきたいと思います。

（2）FIFAクラブワールドカップ ジャパン2008
　　テクニカルスタディ
　世界をスタンダードとした強化策を進める中で、今回は「FIFAク
ラブワールドカップ ジャパン2008 テクニカルスタディ」を題材
に取り上げました。報告者はテクニカルスタディグループ（TSG）
のメンバーであった布啓一郎氏（JFAユースダイレクター／①コー
ス）と吉田靖氏（JFAサブユースダイレクター兼トレセンダイレク
ター／②コース）が担当しました。
●世界のサッカーの流れは日本の目指すサッカーの延長線上にあ　
　る。日本が今やっているサッカーの質を上げることが大切であ　
　り、特に個の質のレベルアップが重要となる。
●世界のサッカーは基本と個性を持ち合わせたスーパースターが　
　チームのために献身的に働いている。
　「個人技術」、「個人戦術」、「ハードワーク」。この3つの要素
　は世界では基本である。
●世界のサッカーの流れ
　①ファストブレイク
　②ファストブレイクをさせない守備
　③ボールを失わないで前方にボールを運ぶ
　④守備ブロックを低くしても前方でボールを奪う
　⑤チームのために献身的にプレーするスーパースター

（3）なでしこジャパン テクニカルスタディ
　「なでしこジャパン テクニカルスタディ」の報告は佐々木則夫氏

（なでしこジャパン監督／①コース）、今泉守正氏（JFA女子ナショ
ナルトレセンチーフコーチ／②コース）が担当しました。
●北京オリンピック（ベスト4）、FIFA U-20女子ワールドカップ

（ベスト8）、FIFA U-17女子ワールドカップ（ベスト8）と、
ここまで着実に来るようなレベルになってきた。大会MVPと
なったU-17日本女子代表の岩渕真奈選手は世界でも高いレベ
ルにあると評価されている選手である。

●世界大会の分析から得られた課題から、育成年代で取り組むべき
　ことは、以下の5点である。
　①状況を観ながら考え、動きながらプレーすること
　②ゴール前の攻防
　③守備の基本
　④コミュニケーション
　⑤個の育成
●世界のサッカーの進化に対抗するため、個のプレーの質とチーム
　の協働のさらなるレベルアップが求められる。
●10歳から15歳までの育成年代の取り組みが重要となる。特に男
　子との連携（男子のリーグに参加する等）によって、強化に適し
　たサッカー環境をつくることができる。

（4）ディスカッション
　各FAの指導者養成の現状や課題、課題解決の好事例などを共有
することで、その指導者養成の活性化に役立てたいと考えてグルー
プディスカッションを行いました。

　活発な情報交換や意見交換が行われ、これからの指導者養成事
業の施策の参考となる意見や要望が出され、有意義なものになりま
した。

（5）クロード・デュソー氏の講義
　4年間、デュソー氏が日本のサッカーにかかわっての考えを含め
て、育成年代の指導者が持つべき資質や指導者のあり方についての
講義内容でした。
●フランスでは15歳までの選手を教える育成年代の指導者のこと

を、「コーチ」とは呼ばず「教育者」と呼ぶ。10歳から12歳ま
でに技術を学ばせ、12歳から15歳までにサッカーにかかわる多
くの事柄（技術、戦術、フィジカル等）をしっかりと身につけさ
せることが必要であるからだ。

●日本は世界のサッカーのトレンドを分析し、日本の特長（まじめ
さ、注意深さ、モチベーションの高さ、組織力、有酸素持久力、
俊敏性、柔軟性）を持って世界と闘い、その分析をして次のこと
を企画していけばよい。

●日本には良い選手が育ってきている。しかし、子どもたちの試合
ではまだ、ボールの蹴り合いになっているサッカーが多く見られ
る。子どもたちのサッカーに関わる指導者は、グラウンドの上で
もっとデモンストレーションをするなどして積極的に子どもたち
にかかわり、コーチングをしていく働きかけが必要だ。徹底すべ
き内容は、しっかりと伝えていかなければならない。

まとめ7
　今回の研修会の指導実践では、デュソー氏の実技講習でも行われ
た、課題発展型の指導実践を行いました。普段自分の指導に対して
直接評価されることが少ない指導者にとって、お互いの指導を細か
く分析して意見交換を行ったことは指導力の向上に大いに役立つと
ともに、インストラクターとしての資質の向上にもつながったと思
います。また、各FAで行われている指導者養成事業の現状や課題、
改善案や好事例等を話し合ったディスカッションでは、問題の解決
のアイデアなどを共有して地元の指導者養成事業の活性化に役立つ
有意義なものになったと思います。
　47FAチーフインストラクターの方々には講義・実技ともに真剣
に取り組んでいただき、指導実践とディスカッションでは、予定の
時間を大幅に超えるほど活発な意見交換がなされていました。今回
の研修会を通して、あらためて47FAチーフインストラクターの
方々の情熱が、各FAの指導者養成事業の大きな推進力であるととも
に、この研修会の重要性を再認識することができました。今後、全
国の指導者養成の現場をより充実したものにするために、後期の研
修会に向けて準備を進めていきたいと思います。
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　トレーニングにおいて最も大切なことは目的を明確にし、選手に
何を獲得させるかである。そのためには、現状分析とプランニング
が必要である。そして「サッカー」をさせながら「プレーの原則」
に基づいて「望ましい姿」に導くオーガナイズが求められる。しか
し、選手のパフォーマンスに規則性はなく、コーチは常に選手を観
察し、オーガナイズを変更できる能力と決断力を兼ね備える必要が
ある。情報がリアルタイムに入手できる今日において、オーガナイ
ズをコピーに頼るのではなく、参考にしながら対象者のレベルにア
レンジすることが大切である。自ら考え、創り出したものは状況に
応じてバリエーションをつけたり簡単にすることができる。しかし
コピーは発展性に期待が持てない。

　「JFA2005年宣言」の実現に向けて「個の育成」なしに代表強
化は図れない。日本人の特長を最大限に生かしたサッカー。人もボー
ルも動くサッカー。全員攻撃、全員守備。そのためにはテクニック・
判断力・持久力を身につけさせることが必要である。動きながらの
テクニックの習慣化には守備の意識が不可欠である。育成年代にお
いて攻撃と守備を切り離すのではなく、関連性を持たせることが攻
守の質を高め、切り替えを速くさせると考える。
　育成法に特効薬はないと思うが、あるとすれば本当の反復、本物
の練習だと思う。
　「本物の練習は嘘をつかない」。この言葉を信じ、育成活動に取り
組んでいきたいと思う。

AGC/JFAnews

トレーニングの発展トレーニングの発展
テクニック

1人ボール1個
①ボールリフティング
※止まらず、移動しながら
②ドリブル
※数多く触りながら。ボールは常に身体の近くに

4人ボール1個
③パス＆コントロール
※常に動きながら。ボールに寄る。
　観る。受ける。パスしたら動く

【報告者】瀧上知巳
　　　　　  （JFA アカデミー熊本宇城コーチ）

ウォーミングアップ



39

※DFは時間で交代
・観る　　　　　　　　　　・拡がり
・パスとコントロールの質
・アクションのタイミング
・パス＆ムーブ　　　　　　・守備の連続

※時間で左右（2つのゲーム）入れ替わる
・幅と厚み　　　　　　　・モビリティー
・ボールプレス　　　　　・チャレンジ＆カバー
・全員攻撃、全員守備　　・攻守の切り替え

※フリーマンは時間で交代
・観る　　　　　　　　・拡がり
・ポジショニング
・パスとコントロールの質
・パス＆ムーブ　　　　・守備のポジショニング
・攻守の切り替え

ゲーム　4対4

トレーニング1　3対1ポゼッション トレーニング2　3対3＋2フリーマン



【
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　トレーニングにさまざまなコンディションを積み上げて、選手へ
のアプローチをする。
＜例＞
・リターンパスは、ワンタッチのみ
・Gap（ギャップ）を通すパスは、ワンタッチのみ
・Gap を取ったパスを受けた選手は、ワンタッチのみ
・必ずツータッチ
・ワンタッチとツータッチを交互に
・パスをしたらパスを受けた選手をオーバーラップ

＜攻撃＞
・相手の選手を観ながら、ポジションを考え、ボールへの関わり方
を考える。
・ボールを受ける選手も常に次を予測しながら、プレーに関わる。
＜守備＞
・計画的に2人で相手の選択肢を奪い、ボールを奪う。
・ボールを蹴り出すのではなく、奪い取り攻撃へつなげる。
＜切り替え＞
・攻守ともに切り替えを素早くする。

　相手をよく観察して隙を突いたり、逆を取ったり、パスとドリブ
ルの判断もあり、3人でのコンビネーションも生まれる。また、守
備のトレーニングにも基本的な要素が含まれていて、サッカーの面
白さが満載のお手軽トレーニングとして、私のお気に入りです。

　方向をつけたり、他のトレーニングと組み合わせたり、工夫次第
でどの方向にも発展ができ、良い習慣が身につくすばらしいトレー
ニングにできる点も見逃せません。

ⓒAGC/JFAnews

第17回

ポゼッション 4 対 2

〔オーガナイズ〕
（1）大きさ
　  8m × 8m 〜
　  長方形など、さまざまな大きさへ変化

（2）用具
　  マーカー、ボール、ビブス

（3）方法
①グリッド内で、4人でボールをポゼッションする。2人が守備をする。
② 2人がボールを奪い、グリッド外でパスを 1本通せば、ミスをしたパ

スの出し手と受け手の 2 人が攻守交代する。
③守備者に当たってグリッドの外に出たボールは、プレーを続行し、グ

リッド外でパスを 1本通した方が攻撃側としてプレーを続行できる（明
らかなミスパスは交代）。

〔キーファクター〕
●ポジショニング　　　　 ●観る　　　　　　　　  ●パスの質（方向、強さ、タイミング）　　　　●コントロールの質
●スペースの理解　　　　 ●ギャップの共有　　　　 ●切り替え　　　　　　　　　　　　　　　  ●変化に対応する

お気に入りの理由

ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン

ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
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このコーナーでは、小野剛技術委員長
が全国各地で育成に携わっている指導
者をたずねて、紹介していきます。

育成の現場をたずねて…

矢野敏宣 toshinobu yano

（今越フットボールクラブ監督）

今月の人

「ゲームは選手のもの。サッカーを心から楽しみましょう」
という信念のもと、育成年代の指導に情熱を注ぐ矢野敏宣氏

　愛媛県は松山空港に降り立った。迎えて
くれた車で海岸線に沿って東へ向かうと、
左手には海に島々の浮かぶ美しい瀬戸内の
景観が続く。広島にいたころとは逆方向か
らの眺めとはいえ、やはり懐かしさがこみ
上げてくる。さらに走らせると、しまなみ
海道の大きな橋が目に飛び込んでくる。四
国側から見て最初の橋、来島海峡大橋のま
さにたもとにそのグラウンドはあり、緑一
杯の天然芝の中には子どもたちのサッカー
を楽しむ声が響き渡っている。
　今回訪問するのは、そこで監督を務めて
いる矢野敏宣さん。矢野さんは30年以上に
わたる高校教員生活の中で、今治工業、今
治西高校等で愛媛の高校サッカー界を支え
てきた傍ら、4種・3種の指導にも力を注ぎ、
日本サッカー界としてトレセン活動の黎明
期にその礎を築き、愛媛、四国トレセンの
発展に大きな力を発揮してきた。そんなわ
けで、私自身、矢野さんとは古い間柄であ
るが、お会いするのは久しぶりである。
　「いやぁよく来てくれました」。日焼けし
た顔からサングラスを外すと、あのころの
少年たちを指導していたときの優しい目そ
のままだ。

小野：すばらしい環境で、子どもたちも楽
しそうですね。

矢野：いつか本当の芝生の上でこの子たち
にサッカーをやらせてあげたいって、ずっ
と夢だったんです。こんな地方のクラブで
も必ずできるはずだと。5年前に土地を借り
ることができて、後はみんな手作りでよう
やく実現しました。水まきや芝刈りなどメ
ンテナンスもそれなりに大変ですけど、い
ろいろな方の協力のおかげで毎日サッカー
をしても芝も元気に頑張ってくれています。

　今越FCは、もともと地元の高校や大学
でサッカーをしていた選手たちの受け皿と
して創設され、その後、育成部門（小／中
学生）を立ち上げた。今年で10年になるら
しい。

小野：育成部門を立ち上げた経緯を聞かせ
ていただけますか。

矢野：もちろん当時も高校の教員をしてい
たので高校生の指導が中心ではありました
が、3種、4種年代の指導にもっと力を入れ
ていかなくてはということで、中学校の教
員だった伊藤博、そして堀田高治—彼らは
指導者養成コースでの教え子だったんです
が—、その3人で育成部門を立ち上げよう
となったんです。でも最初の年は募集をか
けても集まったのは小学校3年生と4年生
の合わせて5人だけ。これはこの先どうな
るかと戸惑ったものですが、ただ、その5
人もやめないで続けてくれ、そしてサッカー
を楽しんでくれたおかげで徐々に人も集ま
るようになってくれました。今では人数も
増えて、念願だった幼稚園から中学生まで
世代を超えて交流できるクラブになってく
れました。

小野：小、中学生年代に力を入れているの
はトレセン等で頑張っていたときからずっ
と一貫していますね。

矢野：もちろん高校の指導をしっかりやっ
て実績も残してというのが前提ですけど、
必要性に駆られたというか、「子どもは小さ
いころが大切。特に4種年代をしっかりや
らないと日本サッカーの明日はない」とい
う強い思いはありました。ずいぶん昔です
けど、岡村新太郎監督のとき、コーチとし
てユース代表に帯同し、世界と対戦する機
会があったのですが、おそらく一つの契機
になったのではと思います。目の前の勝っ
た負けたよりも、世界に立ち向かうために
はこの子たちをどう育てていかなくてはな
らないんだと…。愛媛、四国でのトレセン
の立ち上げもおそらくその思いからだった
ように思います。

小野：ご自身のサッカーとの出会いを聞か
せていただけますか。

矢野：中学1年のとき、何となしにサッカー
部の練習を見ていたら先輩に声をかけられ
て始めたという、何とも平凡なきっかけな
のですが、いったんやりだしたらすぐには
まっていったという感じですかね。市内で
サッカー部のある中学が1校だったのもあ

るのですが、県大会で結構活躍できたりし
て楽しかったです。高校は今治北高に進み、
そのころから将来は教員になろうと思って
いて愛媛大学へ進み、愛媛教員団でサッカー
を続けました。教員団のころは他にもいい
選手がいて、若潮国体（千葉）のときはこ
れでも3位になったこともあるんですよ。

小野：高校時代から指導者になると決めて
いたんですね。

矢野：なぜかと聞かれるとよく分からない
部分もあるのですが、当時海外のチームが
来日したときなど、試合を見に行っては刺
激を受け、漠然と将来は絶対プロの指導者
になるんだと。とはいうものの、当時の日
本はプロはなかったので、教員になってサッ
カーの指導で生きていこうと決めていまし
た。ただ教員になったところで指導はそん
なに簡単なものではなく、「もっと勉強しな
くては」との思いばかりで、さまざまな方
から学んでいました。小野さんと一緒にク
ラマーさんの講習会に参加させてもらった
ことも大きかったですね。堀田（哲爾）先生、
藤田一郎さんといった方々からは本当に多
くを学ばせてもらい、そして大沢先生も含
めて、彼らの情熱には何よりも傾倒しまし
た。最後は指導法云々よりも結局は情熱か
なと。今でもいろいろな方々に支えてもらっ
ていますが、最後は「矢野がそこまでやる
なら」と協力してくれていると思うんです。

小野：指導者としての夢を聞かせていただ
けますか。

矢野：「ゲームは選手のもの。サッカーを心
から楽しみましょう」というのが自分の信
念なんです。生涯にわたってサッカーを楽
しむことのできる技術と心を身につけて
育っていってほしいと思っていますし、そ
んな中から日本代表に入っていけるような
選手が出てきてくれれば本当にうれしいで
すね。

矢野 敏宣（やの としのぶ）
1949 年 1月 10日　愛媛県生まれ
今治北高校→愛媛大学
現在は、今越フットボールクラブ監督
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歴史的な一歩
初の国際大会に出場

　北マリアナ諸島は、日本から身近に行けるリゾート地として有名
なサイパン島を中心に、ティニアン島、ロタ島ほか 14の島々から
成り立っています。その中でも特にサイパンがサッカーの中心で、
2005年に北マリアナ諸島サッカー協会（Northern Mariana 
Islands Football Association ／ NMIFA）が設立され、オフィ
スはサイパンの観光の中心地ガラパンにあります。
　今年の 2月に赴任し、3 月 11日からグアムで開催された東アジ
アサッカー選手権 2010 の予選大会に参加しました。NMIFA とし
ては、ナショナルチームレベルで初めての国際大会への参加で、歴
史的な一歩を踏み出しました。
　大会まで 1 カ月弱しかなく、それに加え、その大会期間中に、グ
アムとの定期戦「マリアナ・カップ」の女子の試合が組まれており、
女子のナショナルチームの練習も同時進行という状況でした。
　男女共、ナショナルチームのプレーヤーは、全員アマチュアで
すから、仕事を終えた後（この時期は午後 5 時から日が暮れる午
後 6 時半くらいまで）しか練習ができないので、男女どちらかの
練習しか組むことができません。男子の練習を優先に火、木、金

曜日に、月、水曜日を女子の練習にあて、土、日曜日には時間を
ずらして両方の練習（または試合）にあてるというまさに突貫工
事でした。
　時には、仕事の関係で練習に参加できない選手も多く、大会に向
けてのコンディションづくりには特に気を使い、さらには個々の選
手のレベルは決して高くないので、「チームとして機能するための
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海外で活躍する指導者⑪

●プロフィール

神戸 清雄（かんべ・すがお）
静岡県藤枝市出身。
1961年 8 月 2 日生まれ。
早稲田大学卒業後、本田技研工業に入社。その後、古河電気工業に移り、1990年に東日本 JR 古河サッカークラブに入社。ジェフユナイテッド市原（当時）の
コーチとなる。
2002年には JFAとコーチ契約し、国際貢献事業の一環でフィリピンに派遣され、ナショナルチーム（ A、U-21、U-20）の監督を務める。03年にはグアム
にわたり代表監督（ A、U-20/19、U-18、U-17/16、U-14、女子、フットサル）に就任。05年に帰国し、名古屋グランパスエイトでユースアカデミー U-18
監督、ユースアカデミー総監督、トップチームコーチ等を歴任。
09年 2月より北マリアナ諸島サッカー協会に派遣され、テクニカルディレクター兼ナショナルチーム監督（ A、女子）を務める。

連載
企画

 「海外で活躍する指導者」、
 11人目の今回は北マリアナ諸島で活躍
 している神戸清雄氏からの報告です。



チーム戦術の徹底」を図ることが、初めての国際試合を戦う上での
キーポイントでした。例えば守備では、スイーパーを置いてマンツー
マンなのかゾーンなのかあやふやな守備をしていたので、「4 バッ
クラインのゾーンディフェンスを基調にした組織的な守備」を構築
することが大会では重要な戦術ととらえ、この短期間でどこまで成
長させることができるか、自分にとってもチャレンジでした。
　大会の中でも、第 2 戦の今大会で優勝したグアム戦では、守備
の組織が機能し、2 失点で踏みとどまり、最後はあわや同点とい
う所まで追いつめることができましたが、惜しくも 1- 2で敗れま
した。また攻撃面では、3 戦とも 1 得点ずつを記録し、マカオ戦
では開始 5 分でいきなり先制点を奪うなど、こちらが驚かされる
ことも多くあり、初の国際試合としては上々の出来だったと思い
ます。
　8月には女子の東アジア女子サッカー選手権2010準決勝大会が
台湾の台南市で開催されるため、現在はそれに向けて準備の真っ只
中です。

多岐にわたる活動

　私の役割は、ナショナルチームの活動だけではなく、育成プログ
ラムの構築や指導者養成、あるいは各カテゴリーの大会（男子リー
グ、女子リーグ、ユースリーグ）への組織化に携わるなど多岐にわ
たっています。とにかくサッカーの環境を整えていくことが、将来
に向けての大きな布石となり、同時にアジアサッカー連盟（AFC）
ひいては国際サッカー連盟（FIFA）に加盟するための大事な仕事
です。

　まだまだ野球や他のスポーツが盛んな土地柄なので、ローカルの
子どもたちをいかにサッカーに目を向けさせるかが、サッカー普及
の重要な要素です。NMIFAではサイパン島内の小・中・高校にボー
ルやゴールを寄付し、学校対抗のリーグも推進するなど、積極的に
サッカーの普及に努めています。その結果ユースリーグへ参加する
子どもたちが、今年のスプリングシーズン（ 4月から5月）では着
実に増加してきました。また、この夏休みの期間中には、6〜8 歳
を対象にしたサッカーキャンプを開催して、できるだけ多くの子ど
もたちにサッカーに親しんでもらう予定です。
　このように、赤ん坊が歩き始めたばかりのようなNMIFAですが、
将来子どもが成長し、さらに立派な大人に成長していくことを信じ
ながら、オン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチを問わず、毎日奮闘し
ています。
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●派遣国・地域の紹介
北マリアナ諸島はアメリカ合衆国の属領で、ミクロネシアのマリアナ諸島
のうち、サイパン島、ロタ島、ティニアン島など、南端のグアム島を除く
14 の島からなる。気候は熱帯性気候で、年間平均気温は 27℃。気温や
湿度の変化はほとんどない。民族はチャモロ人およびカロリニアン人とい
う 2 種類の先住民族が居住し、現在では、アメリカ、ミクロネシア、フィ
リピンおよびアジア系民族を含む多民族社会が形成されている。公用語
は英語、チャモロ語およびカロリニアン語。
また、サイパン島は北マリアナ諸島の中心的な島で、人口は約 58,000人。
面積は約 122 平方キロメートル。
FIFA 未加盟。

※一部、マリアナ政府観光局
　ホームページを参考。

ググアン島

パガン島

アグリハン島

アスンシオン島

ファラリョン・デ・パハロス島

マウグ諸島

フィリピン海

太平洋

サリガン島
アナタハン島

ファラリョン・デ・メディニラ島

サイパン島
ティニアン島

アグイハン島

ロタ島

グアム島

アラマガン島
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　毎日のトレーニングの積み重ねはとても大切です。しかし、ただ
やみくもに毎日同じようなトレーニングを繰り返すだけでは、確か
に「トレーニングをやった」という充足感や満足感は得られても、
本当に必要なトレーニング効果を得ることは難しいといえます。そ
れどころか、目標とする試合までに自分のコンディションがなかな
か上がらなかったり、大切な試合で実力を十分に発揮できなかった
りしてしまいます。そこで効果的なトレーニングをするためにも、
トレーニング計画を立てることが重要です。
　子どもから大人まで、どの年代においても計画的なトレーニング
が大切であることは言うまでもありません。特に U-18年代はそれ
以前の年代よりもハードなトレーニングが可能である「大人の入り
口」であると同時に、まだまだ成長段階にある「成長期のラストス
パート期」でもあります。またプリンスリーグの導入により、3月
から 7月くらいにかけて地域によって多少の差異はあるものの、お
よそ 4カ月にわたるリーグ戦が行われるようになりました。これに
よりこれまでのトーナメントのような短期決戦ではなく、長期にわ
たり高いパフォーマンスを維持し続けることが必要となり、これら
のことからこの年代でも計画的なトレーニングの重要性が分かりま
す。では、どのように計画を立てたらよいのでしょうか。

　トレーニングを計画するにはピリオダイゼーション（期分け）の
考え方が必要です。各シーズンによりトレーニングの内容や目的を
変えることを、ピリオダイゼーションと言います。ピリオダイゼー
ションは何度も繰り返されることから周期化トレーニング、サイク
ルトレーニングとも呼ばれます。
　大きくマクロサイクル（年間計画）、メゾサイクル（数週間の計画）、
ミクロサイクル（1週間の計画）、ミオサイクル（1日の計画）に分
けられます。

　マクロサイクルは最も大きなトレーニング周期で、2 つ以上のメ
ゾサイクルを含むものとされています。例えば目標とする主要な試
合がいつあって、それまでどのくらいの準備期間があるのかによっ
て、トレーニング計画は異なります。もちろん、天候や自分のコン
ディションで計画通りにいかない場合もあるでしょう。ですから、
まずは大まかな年間スケジュールを作成するところから始め、少し
ずつ修正しながら実行していくと良いでしょう。

ピリオダイゼーション

計画的なトレーニング

マクロサイクル（年間計画）

©Jリーグフォト㈱

マクロサイクル　　年間または全体的なトレーニング期間 

メゾサイクル　　　より具体的な目的を含む期間 （数週間～数ヶ月） 

ミクロサイクル　　1週間のトレーニングプラン （3～10日間） 

ミオサイクル　　　1日のトレーニングプラン

表 1　ピリオダイゼーション

１月　２月　３月　４月　５月　６月　７月　８月　９月　10月　11月　12月

高校
選手権

フェスティバル プリンスリーグ
インターハイ予選

インターハイ
ミニ国体

高円宮杯
国体

選手権予選
天皇杯予選

天皇杯

休息
回復

休息
回復

スピード
アジリティ
パワー

試合の反省
バリエーション

休息
回復

持久力
筋力
柔軟性
コーディネーション
                 スピード
　　　　   パワー
　　　　   アジリティ

　　チーム戦術
　　　　 　　試合の反省
　　　　 　　コンビネーション
　　　　 　　セットプレー

持久力
筋力
柔軟性
コーディネーション
                 
メンタル

個人戦術
　　　　グループ戦術
　　　　チーム戦術
　　　　コンビネーション
　　　　セットプレー

表2　年間スケジュールのモデル

オフ オフプレ プレイン イン

〜ユース年代
  （U-18）その2〜
〜ユース年代
  （U-18）その2〜

年代別トレーニングの
考え方⑬

 【報告者】菅野　淳（JFA フィジカルフィットネスプロジェクト）

JFAフィジカルフィットネスプロジェクト

年代別トレーニングの
考え方⑬
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　メゾサイクルはいくつかのミクロ周期の集まりで、通常は 3 〜 6
週間周期とされています。さらにメゾサイクルは、「オフシーズン」、

「プレシーズン」、「インシーズン」に分けられます。
　「インシーズン」の目標とする初めの試合、例えばプリンスリー
グ開幕戦または高校総体（インターハイ）の予選 1 回戦までの準備
期間をそれぞれのトレーニング目的によって大きく 2 つに分けて考
えます。「オフシーズン」は身体づくりを、「プレシーズン」はチー
ムづくりをトレーニングの目的としています。
　「オフシーズン」と「プレシーズン」の配分については、チーム
事情によって異なります。身体づくりにどれだけの時間が必要か、
またチームづくりにどれだけの時間が必要と考えるかによってそれ
ぞれの期間の長さは変わってきます。まだまだフィジカル面に不安
があり、身体づくりに時間を必要とするならば「オフシーズン」を
長めにとって「プレシーズン」を短めにすればよいでしょう。反対
にどうしてもチームづくりに多くの時間を必要とするなら、「オフ
シーズン」を短くして「プレシーズン」に時間を費やせばいいとい
うことになります。
　ただし、「オフシーズン」といっても、すべての時間をフィジカ
ルトレーニングに費やすわけではなく、個人技術や個人戦術も含め
て、チームよりも個人の目標を重視したトレーニングを行うのです。
その中でもフィジカルトレーニングを含め、技術・戦術トレーニン
グにおいてもこの時期のトレーニングとしては、スタミナや筋力な
どの基礎的な体力の強化を重点的に行うとよいでしょう。これらに
より、同時に怪我を起こしにくい身体づくりにもつながります。同
じように「プレシーズン」においても、全くフィジカルトレーニン
グは必要ないというわけではなく、「オフシーズン」で高めたコン
ディションを、よりスピードやパワーに変えていくような、よりサッ
カーの動きに近い専門的なトレーニングに取り組みます。これらを
積み上げることにより、「インシーズン」ではキレのある身体で臨
むことができるようになり、コンディションの維持やより技術・戦
術面でのトレーニングに集中できると思います。

　最近はリーグ戦化も進み、高校生の大会においてもトーナメント
方式のみならず各地域においてもリーグ戦方式の試合期間が長い大
会が中心になりつつあります。従って、J リーグのような大人のサッ
カーだけでなく、今後は高校生年代においても、トレーニングのピ
リオダイゼーションが重要になると思われます。表 3-1、3-2、
3-3には「オフシーズン」、「プレシーズン」、「インシーズン」のそ
れぞれの週間トレーニング計画例を挙げますので、ぜひ参考にして
みてください。

ミクロサイクル（1週間の計画）

メゾサイクル（数週間の計画）

休養

技術

戦術

120分

技術

戦術

120分技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

フィジカル

（スタミナ）

60分

フィジカル

（スキル）

60分

フィジカル

（スタミナ）

60分

フィジカル

（スキル）

60分

パワー
30分

パワー
30分

パワー
30分

月 火 日土金木水

表3 -1　オフシーズン週間スケジュール例

休養

技術

戦術

120分

技術

戦術

120分

練習試合

90分

技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

フィジカル

（スタミナ）

60分

フィジカル

（スキル）

60分

フィジカル

（スキル）

60分

パワー
30分

パワー
30分

パワー
30分

月 火 日土金木水

表3 -2　プレシーズン週間スケジュール例

休養

技術

戦術

120分

公式試合

90分

技術

戦術

60分

技術

戦術

60分

技術

戦術

90分

技術

戦術

90分

フィジカル

（スタミナ）

60分

フィジカル

（スキル）

60分

パワー
30分

パワー
30分

月 火 日土金木水

表3 -3　インシーズン週間スケジュール例

＜引用・参考文献＞
（財）日本サッカー協会スポーツ医学委員会編「選手と指導者のため    
 のサッカー医学」



2009JFA女子委員会重点施策、
ナショナルトレセンコーチ新体制
2009JFA女子委員会重点施策、
ナショナルトレセンコーチ新体制

２００９ ＪＦＡ女子委員会 重点施策
なでしこｖｉｓｉｏｎ　“世界のなでしこになる。”

【2009重点施策】
●2009 AFC U-19・16女子選手権でワールドカップ出場権を獲得

する。

●2009ユニバーシアード大会で、メダル獲得に挑む。
●2008世界大会の分析を生かし、なでしこジャパン・ユニバーシ

アード・U-19・U-16の連携による強化・育成を図る。
•【フィジカルフィットネス】代表チーム・所属チームとで課題を共  
  有し、継続的トレーニングに取り組む。
•【栄養】指導を徹底し、日常からの改善に取り組む。
•【フィジカル・メディカル・メンタル・栄養】各年代代表の取
り組みを発信し、育成年代からの一貫指導につなげる。

【2009重点施策】
●リーグ戦導入を含め、国内大会の抜本的改革に向けて検討する。

•なでしこリーグ改革と連動し、地域リーグを９地域に整備する。
•U-12年代のリーグ戦化、男子の中ででも女子チーム・女子選手
が参加できるよう働き掛ける。
•インターハイ開始を念頭に入れ、ユース年代の大会を再検討す
る。
• 2010年に大きく改変する可能性を持ちながら、レディース大
会を視察し、検討・検証する。

●中学生年代にトレーニング環境（指導者・場所）の整ったチーム
　を増やす。

•Ｊリーグとの連携を取り、Ｊクラブの女子チーム数を増やす。
•「市区町村に1つ、女子チームを！」
　～ モデルケースを構築し、広く発信する。

●登録状況の多面的な分析から、女子の現状に適した登録のあり方

　を検証・検討する。
●レディース・ガールズフェスティバルの次のステップを具現化：
　登録・大会参加を促進する。

【2009重点施策】
●男子ワールドカップの開催実現と協調しながら、女子ワールド

カップ開催に向けた具体的なアクションを開始する。

【2009重点施策】
●プロモーション・メディア戦略を女子委員会の核となる施策、最

大重要事項と捉え、取り組む。
 積極的かつ地道な発信活動と並行して、テレビの露出を増やして

いくための具体策を見出し、アクションに移す。

　JFA女子委員会では、「なでしこvision」の重点施策を2009年
版に更新しました。この重点施策は2007年から3年目になります
が、今年も着実に推進します。
　昨年は各カテゴリーで3つの世界大会があり、日本の女子サッ
カーを世界に強く印象づけられたと思います。われわれの目標はさ
らに高いところにあり、女子サッカーにかかわるすべての皆さんと

力を合わせて、「なでしこvision」を実現したいと考えています。
　また、2009年度女子ナショナルトレセンコーチ体制が決まりま
した。2009年度はより育成年代に焦点を絞りながら、各地域で積
極的な活動を行います。地域や都道府県の皆さんとコミュニケー
ションをとりながら進めますので、ぜひご協力をお願いいたします。
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 女子選手を取り巻くサッカー環境を、
「Players First!!」の観点で整備する。

U-20／U-17ワールドカップには
必ず出場する。

ワールドカップ／オリンピックで
ベスト４に進出する。

２０１５年、女子のプレーヤーを
３００，０００人にする。

２０１５年、日本をFIFA
ランキングトップ５にする。

近い将来、FIFA女子ワールドカップを
日本で開催する。

女子サッカーの認知度を上げる。

サッカーを日本女性のメジャースポーツにする。１

なでしこジャパンを世界のトップクラスにする。2

上田栄治（JFA女子委員長）



【2009重点施策】
●将来性ある優秀な選手を対象にJOCオリンピック強化指定選手支

援制度を活用して「海外留学」を実施する。
●U-15・12年代に重点を置き、トレセン活動の活性化を図る。
 男子と連携を取りながら、ナショナル・地域トレセンはもとより

都道府県トレセンから継続的に活動できるよう整備する。
●スーパー少女プロジェクトと地域・都道府県との連携を強化し、

GK選手の発掘・育成に幅広く取り組む。
●AFCガールズフェスティバル・日韓交流プログラムを通じて、   

　U-14・13年代の強化・育成を図る。

  また、エリートプログラムの要素を加え、同年代のトレセン活
動等にも展開していく。

【2009重点施策】
●各全国大会で指導者講習会を開催したり、C級コーチ養成講習

会やリフレッシュ研修会に積極的に関わったりなど、テクニカ
ルレポートの内容を広く伝え、vision・課題を共有する。

●将来的に、女子チームにC級コーチ以上、全日本大学女子連
盟加盟チームにB級コーチ以上の有資格者を義務付けるとい
う目標を持ちながら、現状把握・受講促進・指導者の拡大を
図る。

２００９年度 ナショナルトレセンコーチ［女子担当］

女子に携わる指導者のレベルアップを図る。

47

各年代日本代表選手につながる、
タレントの発掘・育成システムを整備する。

※任期は4月1日～

地域 氏名 資格 所在地 所属等 備考
今泉　守正
松田　哉
浮田　あきな
坂尾　美穂
沖山　雅彦
手塚　貴子
髙倉　麻子
田邊　友恵
沖山　雅彦
山口　小百合
大谷　未央
加治　真弓
池田　浩美
山邊　由美
和田　敬
大部　由美
和田　敬
岡本　三代
北川　ちはる
中三川　哲治
西入　俊浩
小林　忍
山邊　由美
富田　哲二
田口　禎則

チーフ

北海道

東北

関東

北信越

東海

関西

中国

四国

九州

GK

全体

S
B→A
C
A
A
A
B/AFC-A
C→B
A
B
C
B
C
B/GK-C→GK-B
A
C
A
C→B
A
A→S
A/GK-B
A/GK-B
B/GK -C→GK-B
S
S

福島
札幌
釧路
福島
福島
栃木
千葉
新潟
福島
静岡
兵庫
兵庫
兵庫
大阪
岡山
鳥取
岡山
高知
大分
佐賀
福島
福島
大阪
茨城
埼玉

新任

北信越担当兼任

東北担当兼任
東海は吉田弘氏もカバー
新任

新任
新任／ＧＫ担当兼任
四国担当兼任

中国担当兼任
新任

新任

新任／関西担当兼任

ＪＦＡアカデミー福島

北海道教育大学釧路校
ＪＦＡアカデミー福島
ＪＦＡアカデミー福島
（株）栃木サッカークラブ
ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ
ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ
ＪＦＡアカデミー福島
磐田市役所
京都精華女子中学・高等学校
神戸市立王塚台中学校

ＩＮＡＣ神戸レオネッサアマチュア
岡山県立玉野高等学校
境港市役所
岡山県立玉野高等学校
（社）高知県サッカー協会
（社）大分県サッカー協会

東京電力女子サッカー部　マリーゼ
ＪＦＡアカデミー福島
ＩＮＡＣ神戸レオネッサアマチュア
（有）エルフスポーツクラブ
日本女子サッカーリーグ総務主事

世界基準の「個」を育成する。3
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　2012年のロンドンオリンピックを目指
すU-20日本代表のラージグループの形成
と強化を目指して、日ごろ所属クラブで出
場機会が少ない選手や、より多くの実践経
験を積ませたいとクラブが望む選手を対象
にして8人制の大会が実施されました。オ
リンピック出場選手の年齢制限がFIFA、
IOCの決定で変更となる可能性はあるよう
ですが、予選の有無に関わらず、A代表強
化のためにもこの年代を継続的に強化して
いくことが主旨となります。
　今回、2つの目的をもってこの大会に臨
みました。一つは、レフェリーカレッジ生（以
下、カレッジ生）にトップレベルでの1人
審判（副審を置かずに主審1人でゲームを
コントロールするものをここではこのよう
に表現する）を経験させることです。大会
の主旨からもプレーヤーズファーストを念
頭に置き、その上でカレッジ生自身が審判
技術の向上に生かせるものを少しでも吸収
できればと考えました。
　二つめは、1人審判の方法やポイントと
なるものを模索することです。子どもたち
のサッカーでは8人制のゲームで1人審判
が普及しています。競技規則についても整
備する必要性がありますし、現在検討して

いるところです。また、実際に現場で審判
をしている方々から1人審判の方法につい
ての質問もうかがっています。まだまだ手
探りの状態ですが、“ジャパンズエイト” の
ような大会に参加することでヒントを得る
とともに、何らかの指針やアドバイスがで
きればと考えています。

⑴1人審判で行うことは、ファウルの判定
はもちろんのことですが、オフサイドや
ボールのイン・アウトについても判定す
ることになります。何をそのときに判定
しなければならないかのプライオリ
ティーを明確に持たなければなりませ
ん。次に何が起こるかを感じる嗅覚を
持っていることが良いレフェリングにつ
ながっていくようです。

⑵ファウルかどうかの見極めやアドバン
テージの適用を的確に行うことはもちろ
んですが、特にゴール前の攻防が多くな
るので、説得力のあるところから判定す
ることが重要なこととなります。

⑶また、攻守の切り替えが早くなります。
切り替えの早さについていくだけでな
く、プレーの邪魔をしないことが重要で
す。フィジカル面の強さが求められます

し、ゲームの展開を予測することが非常
に大切なことになります。

　
　3日間の大会の中で、最初のうちは選手
から「オフサイド！」「ファウル！」といっ
たアピールが出されました。無理もないと
ころですが、主審としてはオフサイドを確
認できなければ笛を吹くことはできなかっ
たでしょう。ところが、各チームを指導す
るナショナルトレセンコーチの皆さんが一
貫して攻守の切り替えの早さや、プレーを
止めない、続けることを選手に要求し続け、
しかも主審が確認できない（違反かどうか
分からない）事象については笛が鳴らない
環境でプレーを続けていくうちに、選手か
らの判定についての声はなくなりました。
ボールを奪うこと、ゴールに向かうことに
集中してプレーをするようになり、サッ
カーの面白さをあらためて感じることがで
きました。目的を強く明確に示すことで、
選手も迷いなく精いっぱいのプレーを発揮
できたのではないかと思います。
　大会は当初の目的を達成できたと思いま
すし、子どもたちの試合も含めて今後の発
展を期待させるものでした。このような大
会に参加させていただき感謝します。

C O O R D I N A T I O N  B E T W E E N  T H E  F I E L D S  O F  R E F E R E E I N G  A N D  T E C H N I C A L

U-20ジャパンズエイト（8人制大会）に参加して 太田潔（レフェリーカレッジマスター）

審判員と指導者、
ともに手を取り合って・・・

 Jリーグフォト（株）

はじめに ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

審判員の心構え ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

大会を終えて ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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1

U-12：JA全農杯チビリン
ピック小学生8人制サッカー
全国決勝大会 2009 報告

【報告者】星原隆昭
             （ナショナルトレセンコーチ）

　JA 全農杯チビリンピック小学生 8 人制
サッカー大会が、2009年 5 月 4 日、5 日
の 2日間、日産フィールド小机および日産
スタジアムで開催された。全国 9 地域から
代表 9 チームが参加し、3 グループでのグ
ループリーグを行い、各グループ 1 位チー
ムと各グループ 2 位の成績上位 1 チームの
計 4 チームによる決勝トーナメントが行わ
れた。
　JFAの推奨を受けて 2003年大会より

「選手個人の向上」「フェアプレー精神の向
上」を目的に 8人制を採用したが、その「心」
が浸透し、選手を中心にチームスタッフ・
保護者主体の観客、そして大会運営者の方々
が一つになった大会だった。結果は、決勝
戦で川崎フロンターレ U-12がセレッソ大
阪 U-12 に勝利し、優勝した。

大会要項
●ピッチサイズ
ピッチサイズは固定しない。一般成人用ピッ
チサイズの半面分の大きさ（68m×50m）
を推奨。
● 3 ピリオド制
プレー時間は36分（12分×3ピリオド）で、
第 1 ピリオドと第 2 ピリオド間は選手を総
入れ替えする。第 3 ピリオドは交代自由（た
だし同一選手の出場は 2ピリオド以内）。

（1）8人制で行うことの狙い・心
　8人制による大会の「狙い」「心」が浸透
してきた。詳細は JFA 指導指針に掲載され
ているが、よりボールに触れる・プレーに
関わる時間・回数を確保することで、個人
が技術を発揮する機会が増え、関わらざる
を得ない状況をオーガナイズできる。また、
関わるとチャンスが生まれ、ピンチを防ぐ
状況が多く見られる。局面ではボックス近

辺のプレーが増え、シュート数が多くなる。
関わりを多く持つことで、実際に今大会で
もシュートをするプレーヤーが特定の選手
に偏らず、多くの選手がシュートを行って
いた。その中で「個の質を高める」こと、
例えば判断へのアプローチ。11人制より時
間とスペースがない分、素早い判断が必要
であることやパス・ファーストタッチの質、
良い視野の確保、ステップワーク等の技術
の質を高めるといった狙いにチャレンジす
るチームが多くあった。
　こういった狙いは 11人制でもできない
わけではないが、この年代での関わること
のできるスペース・人数・回数を考えたと
きに、より多く経験できるゲームであると
考えている。

（2）個の育成を考えたときに
　JFA では 1-2-3-2 システムとすること
を推奨している。3ラインを形成し、ウイ
ングプレーヤーがいる、最終ラインを余ら
せずマッチアップする最少人数と考えてい
る。特に、人を余らせないマッチアップの
点においては、すべての選手がチャレンジ
とカバーの両方を身につける、ミスはミス
として認識でき次の向上に生かすことがで
きる、最終ラインからでもリスクを負って
攻撃参加していけばビッグチャンスにな
る、カバーリングを役割とするプレーヤー
を 置 か ず GK の プ
レースペースを空
け、積極的関わりを
促す等々、育成にお
ける大切な要素が含
まれていると考えて
いる。
　今大会では 1-3-
3-1も多く見られた
ものの、1 人を完全
に余らせて戦うと
いったものではな
く、流動的に攻撃参
加・守備をする場面
が多く見られた。

（3）フェアプレーコンテスト・1人審判制
　今 回もポジティブ指標によるフェアプ
レーの評価を行った。従来のイエロー・レッ
ドカードの枚数だけではなく、大会にかか
わる選手・スタッフ・観客・審判・大会関
係者等がお互いに尊重し、積極的にポジティ
ブにプレーしていこうとの狙いからである。
この狙いも浸透してきて、少し熱くなりが
ちな保護者の応援の中にも相手にエールを
送るような場面も見られた。
　また、1人審判制は、異議を唱えずプレー
に集中し、自己申告によるフェアプレー精
神を育てる目的で始められたものである。
レフェリーの努力もあり、今大会は非常に
スムーズで、ベンチからのクレーム等も見
られなかった。また、選手もプレーに集中し、
途中でやめたりすることもなく、切り替え
も速くしようとするプレーが非常に印象的
だった。

（4）大会全般 〜成果と課題〜
　成果と課題というよりはこの年代をかん
がみたときに「できること・これから取り
組んでいくこと」になる。8人制の良さを
うまく活用するチームが多く参加し、より
テクニカルに、よりスピーディーに全員が
意図を持ってボールをつなごうとすること
にチャレンジしていた。またその中で課題
も見えてきた。ポジティブで攻守にわたり

Ⅰ. 国内大会報告

特集③ 

JA 全農杯チビリンピック小学生 8人制サッカー全国決勝大会 2009 より

考 え る考 え る
8 人 制 サ ッ カ ー を8 人 制 サ ッ カ ー を
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意図的なプレーを行うチームが増え、拮抗
したゲーム（接戦）が多かった。グループ
リーグと決勝戦で対戦した川崎フロンター
レとセレッソ大阪や、その他の多くの試合
でも意図的にゴールへ向かうボールの奪い
合いの中での攻守が多く見られた。単純な
蹴り合いの応酬となる “ピンポンサッカー”
ではなく、まずゴールに向かう・できない
ときにやり直す・奪われたら奪い返すといっ
たプレーが見られた。
　ポジションは試合ごとにローテーション
をしているチームは少なかったものの、8
人制の中、関わることでゲームの中での流
動性は出てきていた。また、GK もローテー
ションではなく専門がほとんどだったが、
素早くフィードする場面やフィールドプ
レーのうまい選手も見受けられた。フィー
ルドプレーヤー（FP）との連携がより良く
なって関わりが有効に増えていくことを期
待する。
　攻撃面では積極的に全体を使い、広がり
のある攻撃が見受けられたが、そこからク
ロスで終わるプレーが多くなってきた。ま
た、関わりの中でパスも多くなるが、個人
の突破にもチャレンジしてほしいと思う。
守備面ではあぐり西町等、非常に意識が高
く、全員で積極的にボールを奪いに行くチー
ムが増えてきた。

（5）まとめ
　Japan's way を追求するにあたり、そ
の基となるこの年代で多くを学べる・経験
できる大会だと感じた。8人制・1人審判
制の狙いが良い形で出てきており、選手は
もちろん指導者・観客（保護者）にも良い
刺激になった。こういった環境を継続して
いきたいと思わせるものであった。

2

U-20：U-20 ジャパンズ
エイト（8人制大会） 報告

【報告者】西村昭宏
             （ナショナルトレセンコーチ）

　U-20 ジャパンズエイト（8人制大会）が
5 月 24 日〜 26 日、 御殿場高原サッカー
場、裾野グラウンドで開催された。2012
年のロンドンオリンピックを目指す U-20
日本代表（1989 年 1 月 1 日以降出生）の
ラージグループの形成と強化とともに、日
ごろ所属クラブで出場機会の少ない選手や
より多くの実践経験を積ませたいとクラブ

が望む選手を対象に、個人エントリー制（何
名でも参加 OK）で大会を実施した。オリ
ンピック出場選手の年齢制限が FIFA、
IOC（ 国際オリンピック委員会）の決定で
変更になる可能性があるが、予選の有無に
かかわらず、A 代表強化のためにこの年代
を継続的に強化していくことを狙いとして
いる。応募79名の中から当日参加60名（う
ち大学生 7 名）で 6 チームをつくり、U-18
日本代表候補 2 チームを加えた計 8 チーム
による予選リーグから順位決定戦に至るま
での大会形式で行った。

試合形式
● 20分ハーフ
●ピッチサイズ（72m×68m）
● 1人審判制

（1）目的
・若手選手たちの試合環境の提供
・同年代で集まって対戦、生活することに

より、切磋琢磨する環境を創出
・チームづくりではなく、個の強化をター

ゲットとした 8人制のゲーム形式とし、
ピッチをスモールサイズにすることによ
る攻守の切り替え、シュート意識の向上、
ゴール前の攻防の増加

（2）ポイント
　その中で、以下の点をポイントとした。
①常に攻守の切り替えを速く、関わりを

増やすことが必要（Japan'ｓ way）
②ボックス付近での攻防（シュートをうつ、

うたせない）→ 日本の課題
③ GKのプレー機会を増やす（実践での貴

重な場）
④勝敗にこだわる、1点の重み（グループ

リーグ、順位決定戦）

（3）検証・感想
　ナショナルトレセンコーチが各チームに
つき、チームオーガナイザーとして選手
個々を指導し、課題を要求する中、ほとん
ど一緒にプレーしたことのない同世代の選
手がプライドと意地をぶつけ合い、1 試合
ごと、1日ごとに変化を感じることができた。
　初日は、「まずは素のプレーから」という
ことで、特に指示を与えず、普段の自分の
感覚のプレーから始めてもらった。慣れな
いスタイルのゲームや初めてのチーム等の
影響もあったかもしれないが、全体的に攻
守の切り替えが遅く、ボールへのアプロー
チも甘く、簡単に前を向かせ、相手にプレー
する時間とスペースを与える状況が多く見
られた。
　攻撃面でもリスクを負ったチャレンジの
プレーが少なく、やや物足りなさの残る印
象であった。その晩のミーティングでは、
日本代表の大熊清コーチによる岡田ジャパ
ンのコンセプト（特に攻守の切り替え、ボー
ルを奪い返して積極的にゴールに向かって
動いていくことなど、シンプルなハードワー
クを強調）のレクチャー、その後チームご
とのディスカッションと、失敗を恐れずに
チャレンジする姿勢を強調した。その結果、
2 日目は全く異なる様相のゲームを見るこ

Ｊリーグフォト（株）

U-20 ジャパンズエイト
（8人制大会）より
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とができた。守備の意識が高まり（本人・
チームとして感じた）前線からプレスを掛
けてボールを奪いに行く局面が増え、その
分コンタクトプレーも激しく、その中から
すばらしい攻撃も見られ、ゲーム内容に多
くの変化が生まれた。最終日は順位決定戦
ということで勝負へのこだわりが至るとこ
ろで見られ、ゴール前での身体を張った攻
防はとても見応えがあった。得点後のガッ
ツポーズ、勝って抱き合って喜ぶ姿などか
ら、1 点の重みを体感できたように感じる。
試合の中で自分を表現できた選手、できな
かった選手が、日本代表の大熊コーチ、原
博実、小野剛・両技術委員長や数多くの J
クラブ関係者（ 監督、コーチ、強化担当、
スカウト等 ）、サポーターの見守る中、評
価される厳しい場にもなった。
　新しい試みであったが、選手個々が普段
と全く違った環境の中で自分にチャレンジ
できた 3日間であったと感じた。

●本当の実践の場
①ゴール前の攻防
　シュート場面・GKのプレー機能
② 攻守の切り替え
　ファストブレイクを狙う、させない
　自分の意識次第
③勝負へのこだわり
　トレーニングマッチとは違う 1 点の重み

選手のコメント
大塚翔平（G大阪）　8人制ということで、
もっと点がたくさん入ると思ったが、1
点差の試合が多かった。体力的に本当に
きつかった。サボったらすぐにピンチに
なるし、チャンスもフイにしてしまう。
思った以上に激しかったし、1 対 1、プ
レス、サポートを早くしないといけない
し、運動量が求められる。実戦という意
味では非常に良い経験になった。本当に
厳しい局面が増えるし、最後はより高い
意識を持ってしかけることができた。11
人になっても、プレスの掛けどころなど
を意識して、落とし込んでいけたらと
思っている。今回の合宿でいろいろな
チームの選手とコミュニケーションがと
れて、チームとしても一致団結して戦う
ことができた。

白谷建人（C大阪）　8人制だったが、コー
トが広くてしんどかった。自分的には守
備に課題が残った。シュートは決めるこ

とができたが、正直、チームの人に守備
をしてもらって、自分は前に残っていた
状態だった。もっと走らないといけない。
ただ、その中で（ 得点王という）結果を
残せたのはうれしい。これで満足せず、
まずはチームで試合に出ることを目標
に、しっかりと意識してやっていきたい。

大前元紀（清水）　一人一人すごくボー
ルを持つ機会が多くて、力がつくと思っ
た。ゴールが近いので、よりみんなのゴー
ルへの意識が強くなる。すごくいい刺激
になったし、楽しかった。攻守の切り替
えの速さがすごく要求されるし、しんど
いし、守備をしっかりとして、攻撃をき
ついけどしっかりとやらないといけな
い。でも、気持ちよくやれた。最終的に
は 11人でやることが大事だが、8人制は
個々が伸びる可能性が高いので、すごく
やりがいがある。

高木俊幸（東京Vユース）　攻守の切り
替えを速くして、全員が守備の意識をもっ
てやらないといけなかった。その中で自
分の持ち味を常に出そうと心掛けたが、
ミスが多かった。自分のプレーがもう一
つだったので、そこは課題だ。収穫は運
動量の大切さと、攻守の切り替えの速さ。
11人制でも生かしていけると思う。課
題は守備の切り替えの面で、もっと切り
替えを速くして、いいポジショニングを
とれるようになれればと思っている。

（4）まとめ
　今回集まってくれた選手たちは、才能は
ありながら、そのポジションには外国籍選
手や不動のレギュラーがいるため、なかな
か出場機会に恵まれない選手たちである。
彼らがゲームを追うごとにそのポテンシャ
ルを積極的に発揮し、リスクを負ったチャ
レンジをしながら、しかも 1 点に、勝負に
こだわる真剣勝負を繰り広げてくれたこと
が何よりも大きな収穫であろう。それには
数多く見に来てくれたメディアの方々、ク
ラブ関係者が雰囲気をつくり出してくれた
ことも大きな要因と思われる。あらためて
各クラブの協力とともに感謝したい。また
今回は 8人制をプロの選手たちにも適用し
たが、選手のコメントからも分かるように、
彼らの個の成長にとっても非常に有意義で
あり、8人制は “子どものサッカー” とい
う概念から脱却できるものと思われた。

3

JFA U-17 地域対抗戦
（本誌 vol.30 掲載記事より
  8人制に関わる部分抜粋）

【報告者】西村昭宏
             （ナショナルトレセンコーチ）

　2007年度より、国体少年の部 U-16 化
後の継続強化および遅咲きの選手発掘・育
成の場の確保として、U-17 地域キャンプ
から対抗戦という流れを実施している。2
年目の対抗戦は、3日間の日程のうち、1、
2 日目を 8人制、3日目を11人制で行うと
いう形式を試行した。8人制は U-12 年代
で推奨している形式ではあるが、より上の
育成年代であっても、攻守への関わりを中
心とした個を鍛える点、ゴール前の攻防を
増やす点で、有用であるという予想を立て
たためである。

（1）8人制ゲーム
●オーガナイズ

縦：ペナルティーエリア〜ペナルティー
エリア、横：60m、マーカーで配置

（ 2 日目は幅 68m で行い、特に問題は
なかった → 広さは選手に合わせて変え
ればよい）

●時間：20分 - 5分- 20分
●ペナルティーエリア、コーナーキックは
　通常のピッチの位置で行う。
●マッチアップが基本（1-2-3-2）
●ベンチワーク：小手先の戦術ではなく基
　本で闘わせる

　ゲームを行った結果、以下の特徴が明ら
かに見られた。

①ゴール前の攻防
　ゴールを奪う、ゴールを守る、ペナル
ティーエリア内の攻防がより多く実践でき
る。常にゴールを意識して攻撃・守備に関
わることが要求される。1 人でもサボると
すぐにゴール前での勝負に影響が出る現象
になる。
　攻撃側はボール保持者以外の選手がど
のように関わりゴールを奪えるか、また守
備側は自分のマークを持ちながらもゴール
前、エリア内で自分のマークを捨ててでも
ゴールをいかにして守るか。さらに全体と
して、ゴール前の攻防時のバランスを把握
するマネジメントが要求される。

②ミドルシュート
　非常に多くのミドルシュートが見られた。

特集③ 考 え る考 え る8 人 制 サ ッ カ ー を8 人 制 サ ッ カ ー を
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ピッチの大きさの関係が自然に選手の
シュート意識を刺激した。また、守備側も
うたせてはいけない意識が高まり、シュー
トレンジでのボールへのアプローチが厳し
くなっていった。育成年代の世界大会から
のフィードバックの中で、「シュートレンジ
に差がある」という点が指摘されている。
日本では「うたれても入らないから、うた
せてもOK」というような状況をよく見る
が、これは「ぬるま湯の環境」である。実
戦の中でより多くのシュート場面が（ミド
ルシュートを含め）出現するのは、攻撃側、
守備側、両者にとってプラス面が多い。

③ゴールキーパー
　攻守において（GKだけではないが）、常
に良い準備をしていないとゲームに効果的
に関わることができない。攻撃面で GKが
キックも場合によっては良いが、つなぐこ
と、ビルドアップに関わることがどれだけ
有効であるかを、ピッチ上の選手たちが確
認できたことは大きな成果であった。だか
らこそ今後は、技術面（ 足もとの技術、
スローイン等）や判断のクオリティーが要
求される。そして何よりも、GKの守備機
会（シュートストップ、ブレイクアウェイ
等）が多く見られた。

④攻守の切り替えとポジショニング
　（トランジション）
　ボールを奪ったとき、失ったとき、ボー
ルに近い選手はもちろんボールから遠い
選手がどれだけチャンス・ピンチを感じ取
り、アクションするかが観察でき、勝負ど
ころを意識させられた。いかにオフ・ザ・
ボール時のポジショニングが重要で先手
を取ることができるかが、よりあらわに要

求された。

（2）トピックス：ミドルパワーの要素
　常に全員がゲームの攻守において関わる
ことが要求されるため、20分ハーフであっ
たが心拍数は高いものであった。また、1
日目は動き慣れていないこともあってか、
1 本目と 2 本目で活動量が落ちたが、2 日
目は 1 日目ほどではなかった。

（3）キャンプを終えて
　今回の 8人制の試合で、あらためて多く
の要素が習得できることが確認された。も
ちろんすべてが 11人制の要素とまったく
同じというわけではない。特に 1日目は攻
守の切り替えだけでゴールまで迫るカウン
ターの応酬になったり、攻撃が中央に偏っ
てサイド攻撃が少なくなることにより、サ
イドからの守備場面が少なくなったりした。
あるいはスペースがない中での問題等、通
常のゲームとは異なる現象も出たことは確
かであるが、その差を意識した上で 8人制
をどこかの年代ではやり込むことが有用で
あると感じた。今後はこれを日本全体で若
手を鍛えるための Japan's way として考
える方向性はあると感じた。

4
育成年代代表（U-15、U-18）
のトレーニングキャンプでも
8人制を活用

　U-15、U-18 日本代表の立ち上げキャン
プでは両カテゴリーとも、8人制（9 〜10
人1グループにトレセンコーチが 1人 ）を
行った。初日はコーチから特別にアプロー
チをせずに素のゲームを行ったところ、明
らかにプレッシャーが甘いゲームとなった。

チームミーティングでコーチからアプロー
チをしていくと、2日目以降のゲームはプ
レッシャーが厳しくなり変化が出てきた。
選手に話を聞いてみると「切り替えが速く、
運動量も多いので肉体的には厳しい。しか
し世界で闘うためにはこのようなサッカー
が必要だということが理解でき、技術面や
体力面で自分の不足している所が認識でき
た」との意見が多かった。8人制が指導者
にも選手にも、成果と課題を明確にする
ことができるということが再確認できた。
　その後の代表キャンプでも11人制と8人
制を組み合わせて活動している。U-18日
本代表の 6月の東西キャンプでは、西キャ
ンプの11人制は対京都サンガ（1-1、45分
× 2）、8人制は対びわこ成蹊大学（5-7、
20分×4）、東キャンプの 11人制は対流通
経済大学（1-1、45分× 2）、8人制は対流
通経済大学（6-9、20分×4）を行った。
11人制と 8人制のゲームを組み合わせるこ
とで選手の能力やチームとしての成果と課
題の両面が明確になり重要だと思われる。

1 ゴール前のシーンが増える

　ゴール前の攻防は、Japan's wayを達成
する上での日本の課題の一つと考えられ
る。トレーニングでアプローチする一方で、
実戦で数多く生きたシーンを経験すること
が非常に重要であると考える。少人数制で
は、そのシーンがより多く現れる。ゴール
前の攻防を、ペナルティーエリア進入数、

シュート数で比較した（図1）。
　また、特に低年齢の場合、育成の観点
で将来に向けて、すべての選手がさまざ
まな可能性に向けて準備する中で、実戦
でのシュート経験を重視し、1 試合での
シュートをした選手数を比較した。8人制
の場合、ゲームの中でのポジションの流
動性が大きく、DFの選手でもオープンプ
レーからゴール前の攻撃に関わる機会が
増える。

1試合でシュートをうった選手数比較
（U-12）

11人制
（２０08全日本少年サッカー大会
  全135試合、のべ270チーム）
1試合1チーム平均4.5人　チームの25％

（1チーム登録18人）

（1チーム登録18人）
1試合1チーム平均7.5人　チームの42％

8人制
（2009 チビリンピック
 8試合、のべ14チーム）

　U-15 日本代表の立ち上げキャンプで
8 対 8 を実施した（ 詳細は本誌 vol.31
参照 ）。8人制にしたことで、以下のポ
イントを得ることができた。
・マッチアップするので、1 対 1 の強さ

を観ることができた。
・切り替えの速さやカバーリングの意識、

闘う姿勢やサポートの質をプレー回数
が多い中で競い合うことができた。

・ゲームごとにポジションを変えたので、
プレー全体のアベレージが高い選手の
中で、特徴のある選手をセレクトする
ことできた。

U-15 日本代表吉武博文監督の
8人制活用に関するコメント

Ⅱ.8人制サッカーを考える
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2 個々のプレー回数が増える

　少人数制であると、必然的に一人一人の
選手がボールに触れる機会、プレーに関わ
る機会が増える。実戦でボールに触る機会
が多いほど多くの経験を積むことができる。

3 その他の特徴

　大会等の報告からも分かるように、以下
がより明確に現れる。

①流動性
・DFの攻撃参加の有効性が増す → リス

クを冒すことの対価が得られやすい
・FWの守備の参加の重要性が増す → 1

人がサボると大きな代償につながる 　
→ 日本が目指す全員攻撃・全員守備に
つながる

② 切り替え → ハイペースな中でのハー
ドワーク

③ 個の能力
・1 対 1の能力

・個々のハードワーク
・サッカー理解（切り替えの速さ、カバー  

リングの意識、サポートの質等）
　→ チャンス・ピンチを感じる力
④責任の所在 → 1つのミスや甘いプレー

など（切り替え、アプローチ、ポジショ
ニング等）が結果になって表れやすい

 ・責任感 → 個を伸ばすには、個々の責任 
の所在がはっきりした方が良い

4
GKの観点から
8対8のゲームのトレーニン
グとしての有効性

（1）8 対 8 ゲームの効用
　U-20 ジャパンズエイト（8人制大会）に
U-18日本代表も参加した。GKから見た 8
対 8 のトレーニングとしての有効性につい
て述べたい。特に、昨年より GKプロジェ
クトで取り上げている GKの攻撃参加の改
善に関して、8 対 8 が有効なトレーニング
になるという部分について取り上げる。

（2）分析の考え方と方法
　GKのプレーの分類と分析方法は本誌
vol.28 の大分国体 TSG レポートと同じ基
準を採用している。GKから味方へのボール
はパスとしてとらえ、その成功率を集計し
た。また、GKからのパスの距離に応じて、
自陣の味方へのパスを「短い」、相手陣の
味方へのパスを「長い」と分けて集計を取
ること。プレーの成功・不成功は、GK か
らのプレーを、味方への「パス」と定義して、
パスの受け手がボールを保持するか、また
はパスの受け手がボールにプレーし 2人目
の味方にパスがつながるまでで成功。GK
から前線への長いパスを最初に触ったプ
レーヤーが相手選手であれば、そのこぼれ
球を味方選手が拾っても不成功。同様に競
り合ったボールが相手に当たり、スローイ
ンになったときも、結果的にマイボールで
あるが、パス自体は不成功とした。
　以上に加えて、試合時間内にプレーした
回数とその間隔（秒）を取り上げた。これ
により、試合時間中のプレー回数ならびに
その頻度が 11 対 11との比較で明確にな
る。今回のU-18日本代表合宿では、5月
25日、26日と8対 8を行い、27日には J2
クラブとの練習試合（45分×3本）を行っ
た。この 8対 8と11対 11でデータを取り、
比較を行った。

8人制：チビリンピック
11人制：全日本少年サッカー大会
            （準決勝・決勝）

2007 U-12
8人制11人制比較

ペ
ナ
進
入

11対11 8対 811対11 8対 8

シ
ュ
ー
ト
数

ペ
ナ
進
入

シ
ュ
ー
ト
数

0 0.5 1.0 1.5 2.00 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.01.0

1.9 0.38

1.0 0.84

4.0 1.34

3.3 1.93

ペ
ナ
進
入

11対11 8対 811対11 8対 8

シ
ュ
ー
ト
数

ペ
ナ
進
入

シ
ュ
ー
ト
数

0 0.5 1.5 2.0 2.5 3.01.00 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.51.0

8人制：U-18日本代表ジャパンズエイト
11人制：U-18日本代表TRゲーム

8人制：U-20ジャパンズエイト
11人制：U-20日本代表TRゲーム

2009 U-18
8人制11人制比較

2009 U-20

2008 JFA U-17 地域対抗戦

図1 シュート数、ペナルティーエリア進入数

8人制：JFA U-17地域対抗戦
           （1・2日目）
11人制：JFA U-17地域対抗戦（3日目）

8人制11人制比較

8人制11人制比較

FP 1人 40分換算

プレー回数（U-12）

11人制
（2008全日本少年サッカー大会
 決勝・準決勝3試合平均）
プレーヤー（GK含む）
1人40分換算　22.6回

プレーヤー（GK含む）
1人40分換算　35.4回

8人制
（2009 チビリンピック
 決勝・準決勝3試合平均）

特集③ 考 え る考 え る8 人 制 サ ッ カ ー を8 人 制 サ ッ カ ー を
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（3）結果
　8 対 8 での攻撃参加は表 1のような結果
となった。集計した結果、20分ハーフの
試合の中で、最多で 25回の攻撃参加、最

少で 19回の攻撃参加が行われ、その平均
は 22回であった。またプレー間隔は最長
で 126秒、最短で 96秒、平均で110秒で
あった。

　11対 11での攻撃参加は表 2 のような結
果となった。45分× 3 の試合では 45分間
で最多で 18回の攻撃参加、最少で 7 回の
攻撃参加が行われ、平均は 12 回であった。
そのプレー間隔は最長で 386秒、最短で
150秒、平均で246秒であった。
　以上の結果を比較すると、U-20ジャパ
ンズエイト（ 8人制大会）での 8 対 8 の方
が、11対 11の通常のゲームよりGKの攻
撃参加の回数が多く、プレーの頻度も高い
ことが分かる。攻撃参加の回数が多くなっ
ているということは、その反面で GK の守
備機会も当然増えているわけで、その点で
もトレーニング効果は高いと言える。また、
8 対 8 の特徴としては、点差が開いた試合
でも両チームの GKによる攻撃参加には
11対 11ほどの差がなく、これは得点差が
あっても一方的な試合にならずに常に攻防
があるということを表しているとともに、
スコアにかかわらずGKが攻撃参加する回
数が確保されることを表している。
　プレー回数が多ければ、コーチは GK自
身がトライすることを奨励し、たとえ失敗
しても、また GKに挑戦させるチャンスが
あることも意味する。ゲームの中で状況を
観ながら選手自身がトライ＆エラーを繰り
返していくことは、GKの攻撃参加の改善
には良いトレーニングになるはずである。

（4）まとめ
　8 対 8と11対11について、GKの攻撃
参加という観点から比較した結果、8 対 8
の方が、GK の攻撃参加の回数ならびに頻
度が高くなるという結果が得られた。回数
が多い中で選手自身がトライ＆エラーを繰
り返し、より効果的な攻撃参加を身につけ
るチャンスが生まれる。また、8 対 8 では
ミスが即失点につながるケースも多く、原
因と結果がはっきりしているので、誰が見
てもプレーの問題点の抽出が容易である。
さらに、コーチから見るとピッチの大きさ
とプレーしている選手の人数が少ないこと
により、よりパスの受け手である FPのサ
ポートについても見ることができるので、
パスの出し手である GKへの指導はもとよ
り、受け手である FP への働きかけがしや
すく、チーム全体としての GKからの攻撃
参加、また守備から攻撃への切り替えの改
善がしやすいという点も挙げておきたい。
　以上のように、8 対 8 は、GKの攻撃参
加という観点から見ても、有効なトレーニ
ングであると言える。

U-20ジャパンズエイト
（5月25日）

成功
7 1 87.5%

2
6

4

100％
100％

100%

16 5 76.2% 19 1 95.0%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：21
平均頻度：114秒

プレー回数：20
平均頻度：120秒

U-18（2） U-20（7）

1

1

3
8
2
1

2

1
2

33.3%

100％

100%
100%
66.7％
33.3%

U-20ジャパンズエイト
（5月25日）

成功
11 2 84.6%

1

9

100％

100%

17 8 68.0% 21 2 91.3%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

※チームの（ ）内は得点

1試合のプレー回数平均 22回 頻度（秒/1回） 110秒表1 8対8

1試合のプレー回数平均 12回 頻度（秒/1回） 246秒表2 11対11

※チームの（ ）内は得点

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：25
平均頻度：96秒

プレー回数：23
平均頻度：104秒

U-18（7） U-20（3）

8

2
3

4

6
1
1

57.1%

100％

100%
100%

0%
0%

U-20ジャパンズエイト
（5月26日）

成功
6 100%

3
1

6

100％
100％

100%

23 2 92.0% 20 0 100%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：25
平均頻度：96秒

プレー回数：20
平均頻度：120秒

U-18（6） U-18（4）

12

1

1
2
1

6

2 85.7%

100％

100％

4 100％

100％
100%
100％

100％

U-20ジャパンズエイト
（5月25日）

成功
11 2 84.6%

18 1 94.7% 19 4 82.6%

1 0%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

※チームの（ ）内は得点 ※チームの（ ）内は得点

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：19
平均頻度：126秒

プレー回数：23
平均頻度：104秒

U-18（7） U-20（3）

8

3
3

3

1 88.9%
1 1 50.0%1 100%

100%
100％

100％

1
3

3

100%
100％

100％

U-18日本代表候補TC
（5月27日、45分3本目）

成功
3 0%

3 0%

1
1

6

100％
100％
0％
85.7%

12 3 80.0% 8 10 44.4%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：15
平均頻度：180秒

プレー回数：18
平均頻度：150秒

U-18（0） J2クラブ（2）

3
1

4

4

1

1
1

3
1

75.0%

100%
0%
80％

U-18日本代表候補TC
（5月27日、45分1本目）

成功
2 100%

9 5 64.3% 6 1 85.7%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

※チームの（ ）内は得点 ※チームの（ ）内は得点

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：14
平均頻度：193秒

プレー回数：7
平均頻度：386秒

U-18（0） J2クラブ（1）

2

2
2

3

1

2

2

66.7%

0%

100%
100％
0%
100％

1
1

2
1

100%
100％

0%
100％

U-18日本代表候補TC
（5月27日、45分2本目）

成功
3 1 75.0%

2

2

100％
0％
100%

9 1 90.0% 7 2

1

77.8%

失敗 成功率 成功 失敗 成功率
パス＆サポート
フィールドプレー
サイドボレー（ハーフボレー）
転がしてキック

スローイング

ゴールキック

フリーキック

長い
短い
オーバー
アンダー
長い
短い
長い
短い

合計（プレー成功率）

※チームの（ ）内は得点

プレー回数と
平均頻度（秒／1回プレー）

プレー回数：10
平均頻度：270秒

プレー回数：9
平均頻度：300秒

U-18（1） J2クラブ（3）

4

1
1

3 1

100%

100%
100%

75.0%

Ｊリーグフォト（株）U-20 ジャパンズエイト（8人制大会）より
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1

個の能力が明確に出てくるこ
とで、個人の能力アップにつ
ながる

　8 対 8 等の少人数ゲームでは、人数が少
ないために人を余らせてカバーすることが
できづらい。だから個人での攻防が多くな
り、個人の能力が明確になる。11対11で
は相手の攻撃参加してこない選手に対し
ては人を配置する必要がなく、その味方選
手を後方に余らせることでゴール前の人数
を増やして、カバーリングを厚くすること
ができる。そうすると個の守備力は明確に
ならない。また攻撃者も11対11ではアタッ
キングサードでの相手守備者の人数が多
いので、個人での突破の場面よりもコンビ
ネーションプレーでの突破の割合が増えて
くる。

2
「11人全員がフットボーラー」
の実現（日本の課題解決）

①技術力の追求
　11対11に比べて明らかに一人一人のプ
レー機会が増えてボールタッチ数が多くな
る。各選手のプレー機会が増えることで

「技術の精度」「動きの習慣化」「攻守に関
わり続ける」ことなどを、実際に数多くの
生きたプレーの中で改善・向上させていく
ことができる。

②ボックス付近の攻防が増える
　ボックス付近で得点を奪う、また個人の
能力でゴールを守る「ボックス付近での攻
防」は、日本の大きな課題として挙げられ
ている。ボックス付近の攻防を向上させる
ためには、ボックス付近の状況を多くつく
り出すことが必要である。ゴールからゴー
ルが近く、人数が少ないので、8 対 8 はゴー
ル前の攻防が 11対11に比べて圧倒的に多
くなる。特に、ゴール前で身体を張った選
手が、その数秒後には相手ゴール前に進入
してシュートをうつなどというプレーは大
きな特徴の一つである。

③チャンスとピンチを感じる機会
　「チャンスとピンチを感じる」ことも日本

の課題だと考えられる。相手との駆け引き
や点差、時間帯を考えた展開など、課題を
解決するためには、チャンスであれば後方
からも攻撃参加し、ピンチであれば前線の
選手も守備を行うことが必要になる。
　11対11ではセンター DFが相手ゴール
前まで攻撃参加する機会は少ない。低年齢
になればなるほど走力不足もあり、攻守が
分業されたサッカーになりやすい。しかし
8 対 8 ではセンター DFがボールを奪い、
その後の 1 プレーが成功すると、相手陣内
のシュートエリアまで進入することが可能
であり、DFがボールを奪ってチャンスで
あれば、リスクを冒して相手陣内まで攻撃
参加すればビッグチャンスにつながり、自
らがシュートをうつことができる。またそ
の逆もあり、ボールを奪われたら一気にピ
ンチになることがあるので、FW であって
もいったんボールを失ったらすぐさま守備
にハードワークすることが必要になってく
る。そのようなゲーム環境が「チャンスと
ピンチを感じる」ことのできる選手を育て
ていくこととなる。

④ GKを含めたビルドアップ
 　（ボールを失わないで前に進める）
　ゴール前の場面が増えることは、GK の
プレー機会が多くなる。シュートストップ
やクロス対応などの守備の関わりも増える
が、GK の配球や自陣での組み立てにおけ
る攻撃参加の機会も増えてくる。また1-2-
3-2 のシステムは 3 ライン＋ピボットを構
成できる最少の人数であり、攻守のコンビ
ネーションで 11対11と同じ状況をつくり
出すことができる。その中で GKのプレー
スペースを空け、GKを含めてボールを失わ
ずに前に進めることに数多くチャレンジで
きることは、最終的に 11人全員がフット
ボーラーである選手育成を実現できる。

3
ボールを使いながら持久性
にアプローチ

　8人制は 1プレーが成功すればボックス
付近に進入することも可能であり、必然的
に攻守の切り替えが速くなってくる。ボッ
クス付近に関われることは、DFでもチャ
ンスではゴール前まで上がり、F Wでもピ

ンチなら自陣まで帰って守備をする機会が
増える。そのことで一人一人のスプリント
する回数が増え、持久力を高めることにも
有効である。また、8人制は11人制と比べ
てボールタッチの回数やボックス付近の攻
防が多いことが、技術を向上するためにも
重要である。日本が世界と闘うために必要
な「技術力」と「 運動量」を同時にアプロー
チできるゲームであると言える。

4
それを実現するための
8人制の狙い

① 1-2-3-2 マッチアップ
　⇒ 守備を余らせない
・1 対 1 の回数が増えることで、攻守の能

力を高める。
・カバーのいない状態での守備を経験する

ことで、最終ラインの守備の能力を高め
る。

・リスクを冒しての攻撃参加の有効性が高
まる。

・GKのプレースペースを空け、GKの攻撃へ
の関わりを促進する。深い位置でカバーリ
ングを役割とするプレーヤーを置かない。

・ポジションの前後左右の流動性を持たせ
やすい。

・トライアングルが自然とでき、ビルドアッ
プしやすい。

② 1人審判制 （P.48参照）
　JFAでは技術と審判が協調し、タフでた
くましい選手を育成していきたいと考えて

Ⅲ.8人制のストロングポイント〜日本の課題解決に向けて〜

特集③ 考 え る考 え る8 人 制 サ ッ カ ー を8 人 制 サ ッ カ ー を
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1
日本サッカーの将来に向けて

「JFA2005年宣言」の実現

　日本が世界で闘うためには「技術力」
を生かした「連動性」、それを支える「運
動量」「組織力」の日本のストロングポイ
ントで闘うことが必要であると考えている。

「技術力」と「運動量」は日本人のストロン
グポイントにしなければならない要素だと
考えられる。しかし世界のトップレベルと
比較したときに、ストロングポイントとし
ては不足していることが、各大会TSGから
報 告 さ れ て い る。JFAで は 2018年 と
2022年の FIFA ワールドカップ招致に立
候補している。この招致が実現すれば 2 回
目の地元開催として、2002年以上の成果
が必要であると考える。そのワールドカッ
プのターゲットとなる年代は今の U-15 の
中学生年代および U-12 の小学生年代であ
り、そこから逆算していくと小中学生年代
の改革を早急に行う必要がある。
　特に U-12 年代は一生のうちで最も「技
術力」が習得できる年代であり、ゴールデ
ンエイジと言われ「即座の習得」（観たも
のをまねてできるようになる）が体験でき
る。もちろんその前提条件としてプレゴー
ルデンエイジ（キッズ年代）までに多様な
運動経験が必要になる。だからキッズ年代
へのアプローチが重要であり、キッズ年代
＝プレゴールデンエイジでコーディネー
ション能力を高めて、U-12 年代では技術
の習得を徹底して行うことが日本には必要
である。技術を習得するためにはトレーニ
ングで反復し、ゲームで実践することを繰
り返していくことが必要である。そしてゲー
ムはトレーニングゲームだけでなく、公式
戦の真剣勝負の中で選手が実践してはじめ
て本当の自分の技術になると考えている。
U-12 年代で技術を習得していくためには

「ボールタッチ数」が多く「ボックス付近の
攻防」が多く出現する 8人制サッカーは必
要不可欠であり、8人制がこの年代の日常
で行われることが日本サッカーの将来につ

ながると考えている。そして8人制サッカー
は U-12 年代で区切るものではなく、中学
生年代、U-13､14年代でも 8人制サッカー
が必要ではないかと考えている。そして
U-18 の高校生年代やプロの選手たちに
とっても 8人制サッカーは魅力のある部分
が多く、U-15、U-18 日本代表でも 8人制
サッカーを対外ゲームとして取り入れて活
動をしている。

2
11人制だけがサッカーでは  
 ない（固定概念からの脱却 
 ⇒選手の将来のために）

　低年齢では少人数ゲームが選手を育てる
ことにつながる。キッズ年代なら 5 対 5 で
も 6 対 6 でもサッカーであり、子どもに技
術とコーディネーション能力を向上させる。
U-11、U-12 年代になると GK との関わり
や、DF・MF・FW の 3 ラインを形成して
いくことを理解できてくる。その意味で 8
人制は GK を入れて FP が 3 ラインを形成
できる最少人数だと考えている。そして
U-12 年代では個々のキック力から見て、
ハーフコートでの 8 対 8 は最も適切な環境
と考える。選手個人がスペースを観る範囲

も、自分のキックが届く範囲に限られるの
が普通である。また 11人制よりも観るもの

（味方、相手）が減り、判断がクリアになる
ため、低年齢の選手には 11人よりも少ない
人数の方が刺激としてベターである。育成
年代の中で個人の技術と戦術を習得するの
に最適な年齢は U-12 年代であり、そのた
めには 8人制が 11人制よりも適している
と考えている。育成のコーチが考えなけれ
ばならないことは、目先の勝利に向けてで
はなく、将来最も大きな選手に成長するた
めの活動でなければならないことである。
そのためには、11人制だけがサッカーであ
り、少人数ゲームはトレーニングで行うも
のである、という固定概念を変えていくこ
とが必要である。「ゲームが最高の師」と言
われるようにゲームこそが選手を育ててい
くものである。ゲームでボールを多く触り、
多くの 1 対 1 を闘い、そして生きたゲーム
の中でシュートを多くうつ。そう考えると、
そのゲーム環境とは U-12 年代では 8人制
サッカーを主体に考えていくことを日本全
体で共有できれば、日本サッカーが世界の
トップに肩を並べることにつながると思わ
れる。
※ 8人制をU-12年代で実施する場合のガ

イドラインは次号に掲載します。

いる。1 人審判制にすることで判定を要求
せず、過剰に反応せず、プレーに集中した
くましくプレーを続ける選手の育成につな
がると考える。審判の側からしても、ゲー

ムの読みをはじめ、審判技術向上のための
良いトレーニングになると考えている。ヨー
ロッパでは、8人制に限らず、育成年代の
11人制でも 1人審判制で行われていること

が普通に存在する。審判が足りないから、
ということではなく、意図をもって 1人審
判制を活用していくことが考えられる。

Ⅳ. まとめ

U-20 ジャパンズエイト（8人制大会）より Ｊリーグフォト（株）

特集③ 考 え る考 え る8 人 制 サ ッ カ ー を8 人 制 サ ッ カ ー を
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　6月27日、28日の2日間、兵庫県ニチイ
学館神戸ポートアイランドセンターにおい
て、プレジデンツミッション M.3および M.5
合同ジョイントミーティングが行われまし
た。今回のこのミーティングでのメインテー
マは、47FA にキッズリーダー養成のチーフ
インストラクターを認定することでした。

1. チーフインストラクター設置  
　 の目的・役割

　2003年よりキッズリーダー養成インス
トラクターを養成し、47FAを中心に公認
キッズリーダー養成講習会を開催して 5年
が経過しました。現在、47FA にはそれぞ
れ10名前後のインストラクターがおり、リー
ダー養成に尽力しています。インストラク
ター養成は毎年行われており、各 FA で 1
人あるいは 2人の新しいインストラクター
が加わるようになっています。インストラ
クターの数が増えるとともに、JFA のキッ
ズプログラムのコンセプトを理解していた
だける仲間であるリーダーの数をどんどん
増やしていく必要があります。複数のイン
ストラクターを有効に配置し、計画的に積
極的にリーダー養成を開催していただきた
いと考えています。そのために、47FA で
のキッズインストラクターを統括するキッズ
リーダーチーフインストラクターを認定し、
活動していただくことになりました。
　今回新たに設置するキッズリーダーチー
フインストラクターの主な役割は、それぞれ
のFA内のインストラクターを組織化し、リー
ダー養成をさらに効果的に実施すること。
また、FA内の各インストラクターに対して

リーダー講習会のコンセプト・基本情報を
再確認すること。また新たな情報を伝達す
ること。そして、各 FA 内での連携を図り、
リーダー養成がさらに発展するように企画
することです。

2. キッズリーダー養成講習会の 
　 効果的な開催を目指して

　現在も多くの公認キッズリーダー養成講
習会が各 FAで開催されていますが、今回
のミーティングにおいてあらためて基本と
なるキッズプログラムのコンセプトを再確
認しました。また、講習会では、指導者養
成として、講習会参加者が持ち帰って日々
の活動で生かせる知識や情報を伝えること
が重要であるということ。受講者の特徴を
とらえ対応すること。実技の内容を「動き
づくり」「おにごっこ」「ボールフィーリング」

「ゲーム」の4つの柱とその中のサブカテゴ
リーを基にバランスよく取り入れることも
確認しました。

　さらに、講習会での参加者の募集対象を
特定して積極的に企画・開催していくこと
の可能性と、その際の留意点について説明
しました。具体的には「保育士や小学校

教員」「高校生年代」「シニア年代」「保護
者」「指導者ライセンス保持者」「現役選
手（大学生等）」等といった対象に向けて
企画し、それぞれのニーズやレベルに応じ
て、また、参加者のバックグラウンドを尊
重して講習を実施することを提案し、それ
ぞれについて各 FA でのこれまでの実践経
験などを出し合いながら情報交換を行いま
した。
　公認キッズリーダー養成講習会のインス
トラクターには、JFAのインストラクターと
して、JFA が提供している共通の教材に基
づき、適切に JFA のコンセプトを伝えてい
ただくことになっています。決して自分の
オリジナルな考え方を伝える場ではありま
せん。しかし、各インストラクターの豊富な
経験からのさまざまなエピソード等を加え
て豊かに伝えることは大切です。さらに 1
回の講習会を複数のインストラクターで担当
し、お互いの強みを生かして講習会をより
効果的に実施することも目指していただき
たいと思います。
　JFA のキッズプログラムのコンセプトを、
より多くのサッカー指導者にも理解しても
らうために、キッズリーダー講習会が指導
者ライセンス既得者のためのリフレッシュ
研修として活用できるようになりました。
ぜひさらに多くの理解者を増やし、キッズ
年代をもっともっと充実させていかなけれ
ばなりません。

3. キッズエリートプログラムの 
    実施に向けて
　キッズエリートプログラムの実施の大前
提は、キッズプログラムの充実です。子ど
もたちが誰でもサッカーと出会う機会を創
出し、保証していくことが前提です。キッ
ズプログラムを十分に展開できていない状
況での、エリートプログラムの実施はあり
得ません。また、キッズエリートプログラ
ムでは、サッカーをもっとやってみたい、
あるいはサッカーが好き、サッカー選手と
しての可能性を感じるといった子どもたち
に、より質の高いサッカーの練習環境を提
供することを目指します。そのためには当

キッズプログラム 実技カテゴリー

「動きづくり」

「おにごっこ」（対戦型動きづくり）

・用具あり
・用具なし

・追いかけっこ
  （ex. こおりおに、しっぽとりおに）
・用具利用（ex. コーン倒し）
・ボールゲーム
  （ex. ころがしドッチ、大忙しドッチ）

「ボールフィーリング」
・キック
・ドリブル（ボール運び）
・ボールコントロール
・ボールハンドリング

「ゲーム」
・ノーマルゲーム
・コンディションゲーム
  （ex.複数ゴール）

ステップ（移動）
バランス（平衡）
リズム（操作）

【報告者】中山雅雄（JFAキッズプロジェクトリーダー、JFA技術委員）

2009公認キッズリーダー
チーフインストラクター研修会
  2009年度プレジデンツ・ミッション
ミッション3：「JFA キッズプログラムの推進」支援制度、
ミッション5：「エリート養成システムの確立」支援制度合同ジョイントミーティング
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「グラスルーツへの取り組みなく 
  して、 将来の展望なし!」
—— 世界のサッカー界では、当たり前の
ように語られています。——

　世界最大のスポーツイベント、2002年
の日韓共催での FIFA ワールドカップの感動
は、日本サッカー界に多くのものを残して
くれました。その中でわれわれサッカー界
にとって最も大きな財産となったのは、こ
れを直接、肌で感じ取ってくれた「子ども
たち」です。日本の将来を支えてくれる子
どもたちへの取り組みは、以前から皆無だっ
たわけではありませんが、JFA として具体
的なアクションを起こしたのが 2003 年
キッズプロジェクトの立ち上げからです。
ここでキッズプロジェクトの施策として展

開されたのが「JFAキッズプログラム」です。
「財産である子どもたち」への幼児年代か
らの普及、さらに育成へとつなげていくた
めの具体的なアクションプランの提示です。
ここで基軸となるのが子どもたちにとって

「良い環境」をいかにして多くの場所、時間
で創出できるかということです。これを実
現していくためにはさまざまな要素があり
ますが、特に Key になるのは「おとな」の
かかわり方でしょう。

「子どもたちの成長は、待ってくれません。
何もしないでいると、その時間を通り過
ぎた子どもたちは、良い環境を与えられ
ずに過ごすことになってしまいます。」

　子どもたちの発育発達は、一様ではなく、

個人差もあります。子どもたちは刻々と成
長していき、それぞれの年代で異なる特徴
や適性を示します。ひとくくりに考えるこ
とはできません。そこで JFA では、キッズ
年 代 の U-6、U-8、U-10 の み な ら ず、
U-16 までの指導指針を 2 歳刻みで提示し
ました。発育発達に応じて最も適した年代
に適した内容を子どもたちに提供していく
ことが「子どもたちにとっての良い環境」
のポイントとなると考えます。キッズ年代
にかかわっていただける指導者のみならず、
保護者の皆さん、学校・園の先生方…、多
くの「おとな」の方々にキッズ年代にかか
わる情報を共有していただき、「子どもたち」
に接していただくことにより「子どもたち
にとっての良い環境」が増えていく…。こ
れがキッズリーダー養成の大きな目的です。

然ですが、それを指導する指導者の質が重
要になってきます。質の高い指導者が多く
なれば、それだけ多くの子どもたちがキッ
ズエリートプログラムに参加できるように
なります。そのための準備を現在 JFA では
進めているところです。

4. 講習会を効果的に進めるため 
    のアイスブレイク実習

　今回のミーティングでは、2 つの実習を
行いました。「アイスブレイク」と「コーディ
ネーション」です。
　アイスブレイクとは、研修会などで、初
対面の受講者の緊張や遠慮をほぐしたり、

名前を覚えたり、講師との距離を縮めたり
して、その後の活動にスムーズに入ってい
くことができるようにするための活動です。
これまでの多くの研修会や選手を集めた
キャンプなどでも実施されています。キッ
ズリーダー講習会をよりスムーズに効果的
に展開するための一つの手段として活用で
きるものと考えています。今回は、約 30
種類のアイスブレイクを紹介し、実際に体
験していただきました。もちろん、受講者
の皆さんが打ち解け、講師との距離も短く
なり、今回のミーティングにおいても大成
功であったと思います。

5. コーディネーションの理論と 
    実技
　コーディネーションはキッズ年代の最重
要課題であると考えています。キッズ年代
に適切な運動を経験することによって、将
来、専門的な技能をより効果的に獲得でき
るようになります。そのコーディネーショ
ンの理論と実技を、徳島大学の荒木秀夫教
授を講師にお迎えして実施しました。荒木
教授にはこれまでも、JFA や Jリーグの指

導者に対してご指導いただいています。
　子どもたちのコーディネーションを高め
るためには、子どもの動きの特徴を知り、
しっかりと観察し、言葉の掛け方や課題の
設定の仕方を適切に行わなければならない
ということを、理論と実技を通して学ぶこ
とができました。今後もこの領域について
は、十分に研修を重ねていかなければなら
ないと考えています。

6. まとめ

　2日間の短い期間ではありましたが、キッ
ズリーダーチーフインストラクターの設置の
目的と役割を、参加者に十分に理解してい
ただけたと思っています。また、今回提示
したキッズのこれまでの取り組みや、これ
からの方向性、さらにアイスブレイクやコー
ディネーションについて、各 FA で情報を
共有していただきたいと思います。そして
キッズリーダー講習会を通してもっと多く
の方々に JFA キッズプログラムのコンセプ
トを理解していただき、仲間が増え、子ど
もたちの日常の環境がより充実していくこ
とを期待しています。

【報告者】山出久男（JFAキッズプロジェクト）

2009公認キッズリーダー
インストラクター養成研修会
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　このような経緯から、「キッズリーダー
インストラクター」は、各都道府県FAで

「キッズリーダー」を養成するだけではなく、
中心となってキッズプロジェクトを推進し
ていく重要な役割・ミッションを有していま
す。今年までに 500人近くのインストラク
ターがこの研修会を修了され、多くのキッ
ズリーダーを養成していただきました。子
どもたちにとっての良い環境づくりのため
には、まだまだ多くの「おとな」の皆さん
にキッズリーダーとなっていただければと
考えています。そのためには、各都道府県
FAでもっと実動していただけるキッズリー
ダーインストラクターを増やしていかない
といけません。そこで、2009公認キッズ
リーダーインストラクター養成研修会を、各
都道府県FA、Jクラブの推薦を受けた92
名にナショナルトレセンコーチ22名が参加
し、5月15日〜17日に静岡・Jステップ（50
名）、6月12日〜14日（64名）に静岡・時
之栖の2コースで開催しました。
　「キッズリーダーインストラクター」は、

「キッズリーダー」U-6、U-8、U-10 養成
コースをスクールマスターとして運営して
いきます。しかしながら、「知識」として理
解していることをインストラクターとして受
講者へ「伝える」には、経験も必要です。そ

れだけにキッズの年代の子どもたちの実態
を十分に熟知し、子どもたちへの指導経験
も積んでおく必要があります。今回の参加
者の皆さんもキッズの各年代についての知
識・経験が必ずしも豊富ではない方も多く
参加されていました。講義により、コンセ
プトを伝えていくこと、実技により、ポイ
ントを押さえていくことも大切ですが、自
らの経験、知識により、受講者への的確な
アドバイスをしていくことも重要です。今
回の研修会を終え、全国で600名近くのキッ
ズリーダーインストラクターが活動されるこ
とになります。各都道府県FAで既にキッズ
リーダーインストラクターとして活動されて
いる方と協力をしていただきながら、ぜひ
多くのおとなの方へアプローチしていただ
ければと思っています。また、受講後のキッ
ズリーダーへのアドバイザー、各都道府県
FA でのキッズへの取り組みのアドバイザー
としての積極的な活躍を期待しています。

　さて、今年も各都道府県で多くのキッズ
リーダー養成講習会が、U-6、U-8、U-10
のそれぞれのカテゴリーで開催されていま
す。昨年から受講資格が 16歳以上（高校
生年代）ということになりました。今まで
もいろいろな場面でサポートしてくれてい
た多くの高校生年代の皆さんにもキッズ
リーダーとなっていただき、さらに力添え
していただければと考えています。
　日本サッカーの土台をさらに広げ、しっ
かりしたものにしていくためにも、スポー
ツおよびサッカーへの理解者・サポーター
層を広げていくためにも、「DREAM」を実
現させていくためにも、たくさんの皆さん
がキッズリーダー養成講習会に参加してい
ただきたいと考えています。他のカテゴリー
の有資格者の皆さんもキッズリーダー養成
講習会に参加し、子どもたちの「スタート」
の部分に触れ、楽しくからだを動かしてみ
ませんか。

「私たちおとなは、子どもたちによろこび
と夢をあたえる責任があります！」

「過去は変えられませんが、将来のために
できること、たくさんあります…！」

キッズリーダーインストラクターとは…

「からだを動かすこと、外遊びが
 好きな子どもたちのために…」

キッズ年代（U-6、8、10） の子ども
たちの良き理解者、子どもたちに
とって良きファシリテーターとな
るおとなを増やしていくこと。

キッズリーダーを養成することに
より、コンセプトを広め、子ども
たちにとっての良い環境を増やし
ていく。

研修会参加者（左は①コース、右は②コース）

〔成果〕 
●研修を通じてキッズへの取り組みへ

のベクトル合わせ、コンセプトの確認
ができたこと。

●実技を体験していただくことにより、
「からだを動かすことの楽しさ」を実
感していただいたこと。

●指導実践を通じて、伝えていくこと
の大切さと難しさを感じていただい
たこと。

〔課題〕 
●「キッズリーダーインストラクター」の

役割と重要なミッションを担ってい
ることの認識をより深めていただく
こと。

●「キッズリーダー」コース開催時の実
技において、インストラクターとし
て、コーチングデモンストレーショ
ンとポイント説明のメリハリをつけ、
バランスをとっていくこと。　

●講義、実技で、キッズの各年代U-6、
U-8、U-10について、子どもたちの
実態に基づいたアドバイスができる
ように子どもたちの実態把握、理解
をもっと進めておくこと。
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JFA 2007 U-12
指導指針

￥1,050

JFA 2008 U-16
指導指針

￥1,050

JFA 2007 U-14
指導指針

￥1,050

JFA キッズ（U-10）
指導ガイドライン

￥1,050

JFA キッズ（U-8）
指導ガイドライン

￥1,050
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指導ガイドライン

￥1,050
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ガイドライン 2006 年版
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アテネオリンピックサッカー競技総集編 
JFA テクニカルレポート /DVD

AFC アジアカップ - 中国 2004
JFA テクニカルレポート

第5回フットボール カンファレンス報告書

第4回フットボールカンファレンス報告書

￥630

￥2,520

￥2,520

第 3 回フットボールカンファレンス報告書
／ CD-ROM+DVD（※ 1）
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FIFA U-17 世界選手権ペルー 2005 JFA テク
ニカルレポート /DVD（※ 1）
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2002FIFAWorld Cup Korea/
Japan JFA テクニカルレポート（※ 1）
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FIFA コンフェデレーションズカップフランス
2003JFA テクニカルレポート／ビデオ（※ 1）

￥3,435

FIFA ワールドユース選手権 UAE2003 
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￥3,435

JFA 公認指導者資格保有者・
JFA 加盟登録チーム限定
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￥3,990

サッカー指導教本・DVD
2007 年度版  ゴールキーパー編

￥7,350
この教本は、JFA 公認ゴールキーパー C 級・B 級・A
級養成講習会のテキストとして制作されたものです。

2008
ナショナルトレセン U-14 プ
ログラム／ DVD（前期）
￥1,890

NEW

NEW

NEW

NEW

￥5,145

FIFA U -20 ワールドカップ カ
ナダ 2007／FIFA U -17ワー
ルドカップ 韓国 2007 JFA テ
クニカルレポート / DVD（※ 1）

￥4,900

JFA チャレンジゲーム
めざせクラッキ！

冊 子　￥300
DVD　￥700

JFA チャレンジゲーム
めざせファンタジスタ！

DVD ブック  ￥1,575

サッカー選手のための
ランニングドリル DVD

￥2,100
小中学生を対象とした走り方の基礎を
学ぶためのDVDです。

第6回 フットボール
カンファレンス報告書

￥2,520
2009年 1月に石川県金沢市で行われ
たフットボールカンファレンスの報告
書です。（映像はありません）

 2008 ナショナルトレー
ニングキャンプ U-16
プログラム／ DVD
￥2,205

2008 年3月に行われたナショナルト
レーニングキャンプU-16のトレーニン
グをテーマ・キーファクターに基づき編
集したプログラムとDVDのセットです。

北京オリンピックサッカー
競技総集編　JFA テクニ
カルレポート／ DVD
￥3,150

北京オリンピックサッカー競技の特徴・
技術・戦術を JFAテクニカルスタディ
グループが分かりやすく分析し、映像
とレポートにまとめました。

2008
ナショナルトレセン U-12
プログラム／ DVD
￥2,520

2008年にナショナルトレセンU-12
で行われたトレーニングを、テーマ・
キーファクターに基づき編集したプロ
グラムとDVDのセットです。
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ご入金まちがいが多くなっております。
もう一度、金額をお確かめください。

  申込方法
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日ごろより E ラーニングをご利用いただきまして誠にあ
りがとうございます。
さて、2009年 7月 1日より E ラーニング問い合わせ
窓口のメールアドレスが以下の通り変更となりました。
旧メールアドレスへのお問い合わせにつきましては、
2009年 6月30日をもちまして終了しておりますの
で、お間違いのないようにお願い致します。
また、併せてナビダイヤルでの無料サポートにつきまし
ても 2009年 7月31日をもちまして廃止となります。
今後お問い合わせの際は、すべて下記メールにてご対応

させていただきます。
ご迷惑お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

◆リフレッシュコース
【旧メールアドレス】　jfa-refresh@jfa-learning.jp
【 新メールアドレス】　jfarefresh@elservice.jp

◆公認B級コース
【旧メールアドレス】　jfa-bclass@jfa-learning.jp
【 新メールアドレス】　jfabclass@elservice.jp

JFA 公認指導者研修会のお知らせ
Eラーニングについて

A M
EETING PLACE FOR READERS AND JFA
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EETING PLACE FOR READERS AND JFA

リフレッシュポイント（指導ポイント）の加算について
JFA 加盟登録チームで、監督・コーチを務めている方は、
指導ポイント（20 ポイント）を加算することができます。
ポイントの加算は指導者の皆さまで行っていただくことと
なっています。右記をご確認の上、必ず加算するようお願
いします。

Kick-Off（指導者）へアクセス→「指導者」をクリック
→ ID・パスワードを入力しログイン→「基本情報」をクリッ
ク→「リフレッシュポイントの確認・申請」をクリック→

「JFA 加盟登録チーム指導によるポイント化はこちら」を
クリック→「加盟登録チーム番号」を入力→「確認」完了

◆お問い合わせ先◆（財）日本サッカー協会 指導者登録窓口  Tel：03-6713-8180　 Fax：03-6713-9968

リフレッシュポイントの確認について
2004 年 4 月より資格更新のために規定のリフレッシュ
ポイントの獲得が義務付けられました。
リフレッシュ期間（S級は 2年間、A・B・C 級は4年間）に
必要ポイントが獲得できていなければ資格が失効します。

指導者登録サイト（Kick-Off）
http://www.jfa.jp/jfatop/kickoff.html にてリフレッ
シュポイント獲得状況を必ずご確認ください。

重要

重要

1. 基本的指針
すべてのサッカー関係者は、屋外でのサッカー活動中（試
合だけでなくトレーニングも含む）に落雷の予兆があっ
た場合は、速やかに活動を中止し、危険性がなくなると
判断されるまで安全な場所に避難するなど、選手の安全
確保を最優先事項として常に留意する。特にユース年代
〜キッズ年代の活動に際しては、自らの判断により活動
を中止することが難しい年代であることを配慮しなけれ
ばならない。
※すべてのサッカー関係者とは主として指導者（部活動

の顧問含む）、審判員、運営関係者などであるが、下
記にある通り放送局やスポンサー他、選手も含めて広
義に解釈するものである。

2. 基本的指針の実行のために、下記の事項について事
前によく調べ、また決定を行った上で活動を行うも
のとする。

①当日の天気予報（特に大雨や雷雲などについて）
②避難場所の確認
③活動中止の決定権限を持つ者の特定、中止決定の際

の連絡フローの決定
※サッカー競技規則上では「試合の中止は審判員の判断

によること」となっているが、審判員が雷鳴に気付か
ない、審判員と他関係者との関係で必ずしも中止権限
を審判員が持てないケース（例えばユース審判員；こ

れに限らない）などもあり、このような場合は中止を
決定する／または審判員に中止勧告を行う人間をあら
かじめ明らかにしておくこと。

※トレーニングやトレセン活動なども活動中止決定者を
事前に決めてから活動を始めるものとする。

※中止決定者が近くにいない状況で現象が発生したとき
は、その場にいる関係者が速やかに中止を決定できる
ことにしておくこと。

3. 大会当日のプログラムを決める際はあらかじめ余裕
を持ったスケジュールを組み、少しでも危険性のあ
る場合は躊躇なく活動を中止すること。

大会スケジュールが詰まっていたり、テレビ放送のある
試合などでも、本指針は優先される。従って事前に関係
者（放送局、スポンサー含む）の間において、選手・観客・
運営関係者等の安全確保が優先され、中止決定者の判断
は何よりも優先されることを確認しておくこと。

4. 避雷針の有無（避雷針があるからといって安全が保
障されることはないが、リスクは減る）や避難場所
からの距離、活動場所の形状（例：スタジアム、河
川敷 G、等）によって活動中止の判断時期は異なる
が、特に周囲に何もない状況下においては少しでも
落雷の予兆があった場合は速やかに活動中止の判断
を行うこと。

サッカー活動中の落雷事故の防止対策についての指針

問い合わせ窓口のメールアドレスが変わりました！！
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2010 年 4 月に中学 1 年生となる（現在小学 6 年生）
福島 [ 男子 ]：15 名　　福島 [ 女子 ]： 6 名　　熊本宇城：18 名（男子のみ）

■募集学年・人員

以下の方法で入手することができます。
出願の締切は、2009 年 7 月 31 日（金）必着です。

1. ホームページからダウンロード

2. 直接受領
　①JFA ハウス／日本サッカーミュージアム受付
　　 〒113 -8311
　　東京都文京区サッカー通り（本郷 3-10-15）
　　 TEL 03-3830-1890（JFA アカデミー事務局専用番号）
　　 TEL 03-3830-2002（日本サッカーミュージアム）
　　最寄駅：JR 御茶ノ水駅、東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅・
　　　　　 千代田線新御茶ノ水駅
　②Jヴィレッジフロント（福島のみ配布）
　　〒 979 -0513 
　　福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森 8 番
　　 TEL 0240-26-0111
　　最寄駅：JR 広野駅・富岡駅・木戸駅

　③熊本宇城フットボールセンター受付
　　 〒 869 -0606
　　 熊本県宇城市小川町河江（ごうのえ）52-1
　　 最寄駅：JR 小川駅
　④福島県庁 企画調整部 地域政策課（福島のみ配布）
　　 〒 960-8670
　　 福島県福島市杉妻町 2-16 本庁舎 5 階
　　 TEL 024-521-7119
　　 最寄駅：JR 福島駅

3. 郵送請求
下記［お問い合わせ先］まで FAX（または TEL）にて、
送付先の郵便番号・住所・氏名、送付を希望する種類

【①福島 [ 男子 ] ②福島 [ 女子 ] ③熊本宇城（男子のみ）】
をご連絡ください。3 〜 4 日で送付します。

■募集要項等入手方法

JFA アカデミー福島・熊本宇城 
2010年度入校生選考試験

福島 [ 男子 ]
● 1 次選考試験
8 月 25 日（火）　東京ヴェルディ（東京都稲城市）
8 月 26 日（水）　東京ヴェルディ（東京都稲城市）
8 月 28 日（金）　ビッグレイク 野洲川歴史公園サッカー場
　　　　　　　　 （滋賀県守山市）
8 月 29 日（土）   JFA アカデミー福島 広野グラウンド
　　　　　　　　 （福島県双葉郡）

● 2 次選考試験
9 月 12 日（土）　東京ヴェルディ（東京都稲城市）
9 月 13 日（日）　東京ヴェルディ（東京都稲城市）
9 月 22 日（火・祝） 福岡フットボールセンター（福岡県福岡市）
9 月 23 日（水・祝） JFA アカデミー福島 広野グラウンド
　　　　　　　　     （福島県双葉郡）

● 3 次選考試験：1 泊 2 日
10 月 17 日（土）〜 18 日（日）
ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）

●最終選考試験：2 泊 3 日
11 月 6 日（金）〜 8 日（日） J ヴィレッジ（福島県双葉郡）

福島 [ 女子 ]
● 1 次選考試験
8 月 22 日（土）　ビッグレイク 野洲川歴史公園サッカー場
　　　　　　　　  （滋賀県守山市）
8 月 29 日（土）　東京ヴェルディ（東京都稲城市）
8 月 30 日（日）　J ヴィレッジ（福島県双葉郡）

● 2 次選考試験：2 泊 3 日
10 月 2 日（金）〜 4 日（日） J ヴィレッジ（福島県双葉郡）

●最終選考試験：2 泊 3 日
11 月 7 日（土）〜 9 日（月） J ヴィレッジ（福島県双葉郡）

熊本宇城
● 1 次選考試験
8 月 22 日（土）　熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）
8 月 23 日（日）　熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）
8 月 29 日（土）　熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）
8 月 30 日（日）　熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）

● 2 次選考試験：1 泊 2 日
9 月 12 日（土）〜 13 日（日） 
熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）
9 月 19 日（土）〜 20 日（日）
熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）

●最終選考試験：2 泊 3 日
10 月 23 日（金）〜 25 日（日）
熊本宇城フットボールセンター（熊本県宇城市）

※ JFA アカデミーに関する詳細は、以下からご覧ください。
http://www.jfa-academy.jp/

■選考試験日程
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Best Regards, from JFA
　日本代表が 6 月 6 日のウズベキスタン代表戦で 1-0と勝利し、
4 大会連続の FIFA ワールドカップ出場を決めました。サッカー
協会関係者として、非常にうれしいとともに「ほっとした」とい
うのが実感です。だだ、これからが本番であり、目標のベスト 4、
夢の実現に向けて、サッカー関係者すべてでサポートしていきた
いと思います。
　翌日には、関東 U-15リーグと全日本少年サッカー大会の県予
選を視察しました。日本代表の活躍同様、中学生、小学生年代の
ゲームの質が上がってきたのを見て、非常にうれしく、将来に向
けて希望がわいてきました。両大会とも以前と比べて、選手の基
本の質（テクニック）が上がってきたため、意図のあるプレーが
増え、ゲームの質がレベルアップしたように思います。U-15 の
試合では、ゴールに向けて、多くの人数が絡みながら連動してプ
レーする場面が何回か見られ、守備もある程度組織的に整えられ、
組織的で意図的な攻防が繰り広げられていました。一方、U-12
の試合では、以前よりアバウトなロングキックでの単調な攻撃を
繰り返すチームが減り、しっかりとビルドアップしてゴールへ向
かう攻撃を志向するチームが増えてきました。これはこの年代の
テクニックの質が上がってきたためでしょう。このようにゲーム
の質が上がってきたのは、個々の指導者等、全国のサッカー関係
者の努力の賜（たまもの）です。子どもたちのプレーを見て、あ
らためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
　10年前、スペインのビルバオへ研修に行き、9歳から 18 歳
までのチームの練習を一週間見たとき、スペインの子どもたちの

技術の質の高さに愕然としました。スペインがヨーロッパチャン
ピオンになって証明されたように、現代のサッカーではテクニッ
クなしには高度なゲームを展開できなくなってきています。テク
ニックを獲得するのは低年齢であり、低年齢のゲームの質から将
来のゲームの質を予測できるのではないでしょうか。日本の未来
は明るいように思います。ただ、これは以前と比べてであり、世
界の強豪国もアジアのライバルも日々進歩しています。さらなる
育成の強化の継続が必要です。満足した時点が衰退の始まりです。
もちろん、低年齢のゲームの質は上がりましたが、まだまだ満足
するものではありません。組織的な中で、もっと個人のアイデア
のあるプレーが出てくる必要があります。組織と個人の融和が大
切です。また、U-12 の試合で選手に罵声（ばせい）を浴びせる
指導者がいたのは残念でした。明らかに選手が委縮しており、こ
の年代では特に好ましくないと思います。もちろんいろいろな指
導者の個性があって良いと思います。罵声を浴びせることも子ど
もへの愛情なのかもしれません（このような指導者の日常の指導
を見ていると、子どもに対して非常に熱心に接している場面もあ
る）。
　ただ、サッカーというのは選手が自分で判断してプレーするこ
とが基本であり、この基本がないと選手は伸びません。自分で判
断するには指導者が忍耐強く、あるときは暖かく見守る姿勢、雰
囲気が必要です。さまざまな問題もありますが、日本サッカーが
将来に向けて正しい方向へ向かっているのを実感した1日でした。

吉田 靖（技術委員会副委員長、ナショナルトレセンコーチ）

子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運
動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠が大切です。
また、子どもがこうした生活習慣を身につけていくため
には家庭の果たすべき役割は大きいところですが、最近
の子どもたちを見ると、「よく体を動かし、よく食べ、よ
く眠る」という成長期の子どもにとって当たり前で必要
不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れています。
こうした基本的生活習慣の乱れが、学習意欲や体力、気
力の低下の要因の一つとして指摘されています。
このような状況を見ると、家庭における食事や睡眠など

の乱れは、個々の家庭や子どもの問題として見過ごすこ
となく、社会全体の問題として地域による、一丸となっ
た取り組みが重要な課題となっています。
子どもたちの問題は大人一人ひとりの意識の問題でもあ
ります。
JFA では、子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズム
の向上につながる運動を積極的に展開してまいります。

早寝早起き朝ごはんコミュニティサイト
http: //www.hayanehayaoki.jp/

文部科学省では、平成18年 4月より「早寝早起き朝ごはん」運動を推進しています。
日本サッカー協会（JFA）はこの運動に賛同し、さまざまな活動で協力していきます。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進について

「親しみやすさ」に加え、「わかりやすさ」と「覚えやすさ」を考慮し、「早寝」をお月様と星に、「早起き」を太陽に
シンボライズし、元気とエネルギーの源、そして太陽をイメージしたヴィヴィッドなオレンジのシンボルマークです。
JFAでは、このシンボルマークを各イベントや発行物などに広く掲載していきます。

〔シンボルマーク〕

第6回フットボールカンファレンス報告書
2009年 1月に石川県金沢市で
開催された第6回フットボール
カンファレンスの講演内容を
冊子にしました。

（映像はありません）
価格：2,520円（税込）

サッカー選手のためのランニングドリル
DVD＜小中学生対象＞
小中学生を対象とした走り方の
基礎を学ぶための DVD です。

（JFA 技術委員会 フィジカル
 フィットネスプロジェクト発行）
価格：2,100円（税込）

2008 ナショナルトレーニングキャンプ
U-16プログラム／DVD
2008年にナショナルトレーニング
キャンプ U-16 で行われたトレー
ニングを、テーマ・キーファクターに
基づき編集したプログラムと
DVDのセットです。
価格：2,205円（税込）

北京オリンピックサッカー競技総集編
JFA テクニカルレポート／DVD
北京オリンピックサッカー競技
の特徴・技術・戦術をJFA
テクニカルスタディグループが
分かりやすく分析し、映像と
レポートにまとめました。
価格：3,150円（税込）

新刊紹介 新刊

書籍紹介
「言語技術」が日本の
サッカーを変える
発行：光文社新書
著者：田嶋幸三
        （JFA 専務理事）
価格：756円（税込）



テクニカル・ニュース　Vol.32

○発行人：小野　剛
○編集人：財団法人日本サッカー協会技術委員会・テクニカルハウス
○監　修：財団法人日本サッカー協会技術委員会
○発行所：財団法人日本サッカー協会　
　　　　　〒 113-8311
　　　　　東京都文京区サッカー通り（本郷 3-10-15）JFA ハウス
　　　　　電話 03-3830-2004（代表）
○発行日：2009 年 7月23日


	vol32_01.pdf
	01.pdf
	H2
	H3
	P1
	P14-15
	P16
	P17
	P18-20
	P2-5
	P6-8
	P9-13

	vol32_02
	P21-23.pdf
	P26-27
	P28-29
	P30-32
	P33
	P34-35
	P36-37
	P38-39
	P40

	vol32_03
	P41.pdf
	P42-43
	P44-45
	P46-47
	P48
	P49-56
	P57-59
	P60-61
	P62-64
	P65


