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1. 緒言 

フットサルはハンドボールと同程度，サッカーの約 8

分の1の大きさのコートで行われ，5人対5人で得点を

競うスポーツである。スティーブ・ハリス 1）は、フットサル

は「11 人制サッカーを拡大鏡で覗いたようなものであり，

サッカーの縮図である」とし，個々の競技者の攻守の

役割が増幅すると述べている。またプレーヤーが密集

し，限られたスペースでプレーするため高度なテクニッ

クが必要とされる。須田 2）によれば「フットサルはパスゲ

ーム」と述べており，パスを主体として攻撃が組み立て

られる。ゲーム展開はとてもスピーディーであり，ゴー

ル前での攻防やシュート場面が数多く生まれる。そし

てフットサルはルール上，サッカーとはいくつか異なる

点があり、キックインや 4秒ルールがその一例である。 

現在，国際的にはフットサル世界選手権などの大会

も開かれており，冬季五輪の種目として採用を検討さ

れている注目のスポーツである。しかしながら秋田ら 2）

によれば，研究の面においては，徐々に進んできてい

るが，まだサッカー研究と数的に比較できるところには

至っていないのが現状であるとされている。 

本研究ではフットサルのゲームの中から，シュートに

至った攻撃を取り上げ，シュートの 2本前のパスからシ

ュートまでを最終局面として捉え，分析を行い，フット

サルの攻撃に見られる特徴を明らかにし，今後のフッ

トサル研究の一資料とすることを目的とした。 

 

2. 研究方法 

2-1 分析対象 

2005 年 6月 11 日から，2006 年 1月 21日にかけて

行われた第7回関東フットサルリーグ戦の中から 12試

合を取り上げ，その試合で見られたシュート，全714本

を対象とした。 

2-2 分析方法 

試合撮影は DV カメラ（SONY 社製，DCR-HC30）を

用いて，サイドライン側のおおよそ中央の高位置から

行った。撮影した映像は DV から VHS にダビングする

間に VIDEO TIMER（FOR.A社製、VTG-33）を通して

行い、1/100S単位までの計測を可能とした。静止画像

から，各プレーの内容を記録した。プレーエリアについ

ては，コートを 18 分割した図を作成し,それを用いた。

データ処理にはマイクロソフトエクセルを使用し，単純

集計・クロス集計を行った。 

2-3 分析項目 

攻撃開始からシュート後の展開までの流れについ

て，25 項目の分析を行った。分析項目の内容は以下

の通りである。 

1.前後半 2.シュートの時間 3.攻撃開始時点 4.攻撃

開始位置 5.攻撃開始内容 6.シュート時点 7.シュート

者ボール保持位置8.シュートエリア 9.シュート種類10.

シュート者ボールタッチ数 11.シュート部位 12.シュート

者へのプレッシャーの有無 13.シュート結果 14.シュー

ト後の展開 15.攻撃開始からシュートまでのパス本数

16.ラストパス時点 17.ラストパスエリア 18.ラストパス者

のボールタッチ数 19.ラストパス者のパス部位 20.ラスト

パスの方向21.ラストパスの1本前のパス時点22.ラスト

パスの 1 本前のパスエリア 23.ラストパスの 1 本前のパ

ス者のボールタッチ数 24.ラストパスの 1 本前のパス者

のパス部位 25.ラストパスの 1本前のパスの方向 

上記の 25 項目から，以下の４項目を算出した。 

1.攻撃費時間 

2.ラストパスからシュートが撃たれるまでの費時間 

3.ラストパスの 1本前のパスからの費時間 

4.シュート成功率 

 

3. 結果と考察 

3-1 全攻撃について 

攻撃開始内容について最も多かったのはキックイン

で199本（27.9%）。続いてパスカットが125本（17.5%），

キーパースロー93 本（13.0%）であった。キックインの際

に相手は 5m 離れなければならないため，味方に確実

にパスを送れると考えられる。 

パス本数別のシュート数では攻撃開始からシュート

までのパス本数の平均は2.54本，標準偏差2.54本だ

った。パス本数別で最も多かったのは、攻撃が開始さ

れてから 1 本のパスでシュートが撃たれたもので，243

本（34.0％）であった。続いて 2 本のパスでシュートが

撃たれたものが 110 本（15.4%），パス無しでシュートが

撃たれたものが 103 本（14.4%）という結果となった。パ

ス本数 3 本以内でシュートが撃たれたものが全体の 7

割強を占め，シュート場面を作り出すためにはあまり手

数をかけずに少ないパス本数で素早く攻撃を仕掛け

ていくことが効果的だと考えられる。 

図1　パス本数別のシュート数
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 ラストパス，ラストパスの 1 本前のパスについて使用

部位は，ともにインサイドキックが最も多く約7割を占め，

続いてアウトサイドキック，足裏の順であった。正確性

の高いインサイドキックが高い割合を占めていることか

らディフェンスを崩すということよりも，パスをつなぐこと

を意識した確実なパスを出しているのではないかと考

えられる。 

図2　ラストパスとラストパスの1本前のパス

の使用部位の内訳
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ラストパス者，ラストパスの1本前のパス者のボールタッ

チ数について見ると，どちらも 3 タッチ以内でパスが出

されたものが約 9 割を占め，少ないボールタッチ数で

プレーされていた。 

シュートが最も多く撃たれたエリアは F 点 119 本

（16.7%），続いて D 点 99 本（13.9%），E 点 84 本

（11.8％）だった。細かくエリア分けしたゴールラインか

ら 12m までのエリアで撃たれたシュートは 587 本

（82.2%）とかなり高い割合を占め，ハーフラインより遠

いエリアからのシュートはわずかに 11 本（1.5%）だった 

シュート部位について，結果はインステップキック

433本（60.6％）が最も多く，続いてインサイドキック168

本（23.5%），トーキック 75 本（10.5％）であった。インス

テップキックが，他の部位と比較して，群を抜いて高い

割合を示した。 

シュート者の平均ボールタッチ数は2.14回，標準偏

差 1.26 回であった。ボールタッチ数別シュート本数で

最も多かったのは 1 タッチでのシュートで 289 本

（40.5%）だった。以下ボールタッチ数が多いほどシュ

ート数は少ない結果となった。このことからシュートはよ

り少ないボールタッチで撃たれていることがわかる。 

シュート者ボールタッチ数別にシュート者へのプレッ

シャーの有無について見るとボールタッチ数が少ない

ほどプレッシャーを受けていない割合が高い。少ない

ボールタッチ数でシュートに持ち込むことでディフェン

スからプレッシャーを受ける前にシュートが撃つことが

可能となると言える。 

図3　シュート者ボールタッチ数別の
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3-2 得点となった攻撃について 

シュートが成功した 84 本について，ラストパス者とラ

ストパスの 1 本前のパス者のボールタッチ数について，

得点となった時のラストパス者のボールタッチ数の平

均は2.12回，標準偏差1.25回，ラストパスの1本前の

パス者のボールタッチ数の平均は 2.27 回，標準偏差

1.10 回で，どちらも得点とならなかった時に比べ若干

ボールタッチ数が多かった。 

ラストパス者，ラストパスの 1本前のパスからシュート

が撃たれるまでの時間について、ラストパスからシュー

トが撃たれるまでの平均時間は，シュート成功時 1.74

秒，標準偏差 1.31 秒であり，失敗時は 2.46 秒，標準

偏差1.26秒であった。同じくラストパスの1本前のパス

ではシュート成功時4.00秒，標準偏差2.13秒であり，

失敗時は4.53秒，標準偏差1.78秒であった。ラストパ

ス，ラストパスの1本前のパスからシュートが撃たれるま

での時間はともにシュート成功時の方が短く，この時

間の要因が得点となるかどうかに関わってくると考えら

れる。 

最も得点が多かったエリアは B点で 24点（28.6%），

続いてE点が22点（26.2%），H点，F点がともに 10点

（11.9%）だった。コートを縦に 3 分割し，左サイド（A，D，

G，J，M，P），中央（B，E，H，K，Q），右サイド（C，F，I，

L，O，P）別では，中央からの得点が全体の約 7 割を

占めた。このデータから，得点はゴール正面，そしてよ

りゴール近いエリアで多く決まっていることが明確にわ

かる。 

最も多く得点となったシュート部位はインサイドキッ

ク 44 点（52.4%）で得点の半分を占めた。シュート数で

最も多かったインステップキックは 26 点（31.0%）だっ

た。 

図4　シュート部位別の得点数
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図5　ラ ストパスの1本前のパス，ラ ストパス

からシュートまでの時間
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4. まとめ 

本研究の結果と考察を以下のようにまとめた。 

（1）フットサルは，攻撃が開始されてから少ないパス本

数でシュートに至ることが多い。シュート者，パス者

については少ないボールタッチ数でプレーする傾

向が見られ，素早くボールを動かすことによりシュ

ートチャンスを作っていると言える。シュートに使用

される部位はインステップキックが多く，強く速いシ

ュートで得点を狙うことが多い。パスに使用される

部位はインサイドキックが多く，正確性が高いパス

が出されている。 

（2）得点となった攻撃は，ラストパスとラストパスの 1 本

前のパスからシュートまでの時間が短く，ラストパス

から平均 1.74 秒，ラストパスの 1本前のパスか

ら平均 4.00 秒でシュートが撃たれていた。これは

得点とならなかった攻撃と比較するとそれぞれ

0.72秒，0.63秒短い時間であった。つまり，パス者

やシュート者が少ないボールタッチ数でプレーす

るだけでなく，時間をかけずに攻撃することが必要

であると言える。得点となったシュートはゴールに

近い、中央エリアから撃たれており、シュート部位

ではインサイドキックが多く、正確にゴールを狙い

得点に結びつけたと言える。 
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