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1. 緒言 

2010 年 6 月 11 日～7 月 11 日の間に第 19 回 FIFA

ワールドカップが南アフリカにて開催されスペイ

ンの初優勝で幕を閉じた。世界的に見ればワール

ドカップが 1930 年から始まって歴史が古く、特に

ヨーロッパでは絶大な人気を誇っている。このよ

うなサッカーゲームの中で、最もエキサイティン

グなシーンは何と言ってもゴールの瞬間であり、

技術や戦術の目的はゴールを奪うことである。し

かし、現代サッカーでは守備的な戦術が重視され

ワールドカップ過去 5 大会から今大会まで 1 試合

の平均ゴール数は減少している。今日、VTR やコ

ンピュータが急速に発達し、ゲーム分析が代表レ

ベルから、高校生・ユース、中学生でも行われて

いる環境になってきた。相手を研究するゲーム分

析や自チームを研究し強化に繋げるゲーム分析な

ど、これからゲーム分析が一般的な指導レベルで

も重要性が高まってくると予想できる。 

本研究では先行研究を参考に、2010FIFA ワール

ドカップの日本代表の 4 試合を対象とし、その試

合の日本代表の攻撃に着目し、シュート時の攻撃

展開やボールを奪う攻防などについて数量化し、

今大会での日本代表チームの特徴と有効だった攻

撃について明らかにして、個人やチーム指導の一

資料を提供することを目的とする。 

 

2. 研究方法 

2-1 対象 

2010 年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の

日本代表の 4 試合を対象とした。 

2-2 分析方法 

 対象試合を家庭用テレビ（ SONY 社製、

KV-14DA75）と HDD 内蔵型レコーダー（DX アン

テナ社製、DVHR-V161）を用いて、地上アナログ

放送されたものをから行った。その映像を映像変

換ソフト Arcsoft Showbiz2 を使用してパソコンか

ら独自分析シートに基づきデータ入力した。デー

タ処理には Microsoft Office Excel 2007 を使用し、

単純集計・クロス集計を行った。 

2-3 分析項目 

   独自の分析シートを用いて行った。ここでは代

表的な項目を示した。 

（1） シュートまで持ち込んだシーンの分析 

   ・攻撃開始エリア、内容 

   ・シュートエリア 

   ・シュート部位、時間、結果 

   ・攻撃開始からシュートまでのパス本数 

（2） ラストパスが出されたシーンの分析 

   ・パスエリア、部位、ボールタッチ数 

（3） 攻撃の開始、終了のシーンの分析 

   ・攻撃の開始エリア、内容、選手 

・攻撃の終了エリア、内容、選手 

（4） パスについての分析 

   ・全パスの成功率 

   ・エリア別、選手別に見たパス成功率 

 
   図 1  エリア分割図 

 

3. 結果と考察 

3-1  全シュートについて 

 4 試合でのシュート総数は 38 本であり、1 試合

の平均シュート数は 9.5 本であった。時間帯別に見

てみると、前半のシュート数は 15 本、後半は 19

本、延長戦では 4 本であった。他チームと比較し

てみると、ベースボールマガジン社３）によると、

今大会で 1 試合あたりの平均シュート数が最も多

かったガーナは 1 試合あたり 20.2 本シュートを撃

っており、日本とは倍以上の差がみられた。 

 エリア別シュート本数では、Ｍエリアで 16 本

（42％）、続いてｎエリアで 8 本（21％）であった。

この 2 点で全体の半数以上のシュートが撃たれた。

また、ゴール正面にあたるエリアが 26 本（68.4％）、

サイドのエリアが 12 本（31.6％）となり、約 7 割

のシュートがゴール正面のエリアから撃たれてい

た。大橋２）によれば、「1 番多くシュートが撃たれ

ているエリアは高校生、ワールドカップ共にゴー

ル正面のエリアでほとんど変わりはない。」と述べ

ており、データにも 68％が撃たれていると示され

ている。今大会の日本代表の試合においてもかな

り近いデータが出ていることから、サッカーゲー

ムにおいてゴール正面のエリアからのシュート精

度がゴール決定率に大きく関連してくるのではな

いかと考えられる。 

 

3-2 全パスについて 

全パスの成功率を、全パス 1242 本中、成功が 900

本（72％）、失敗が 342 本（28％）となった。そこ

から、パス成功率をエリア別に関連させて見てい

く。最も多くパスが出されたエリアはＧエリアで

139 本、そのうち成功が 118 本で成功率 84.9％であ

った。またパス時のボールタッチ数を見てみると 1

タッチが 625 回（50％）、2 タッチが 353 回（29％）

と 1 タッチ、2 タッチ合計で全体の約 80％となっ

た。この結果から今大会の日本代表は 1，2 タッチ

のパスを多用してパスを回し、ボール支配率を高

めて攻め崩していくことが鮮明となっている。 

 

3-3 全攻防について 

 開始内容で最も多かったのはパスカットで 116

回（29％）。続いて相手パスミスで 71 回（18％）、



こぼれ球 62 回（16％）、ドリブルカット 59 回（15％）

となった。エリア別の攻撃開始数では、最も多か

ったのはＤエリアで 56 回（14％）、続いてＧエリ

アで 46 回（12％）、Ｅエリアで 41 回（10％）と続

く。自陣のペナルティエリア前の 6 エリアが全体

のかなり多くの割合を占めており、全体的に見る

と自陣のエリアでの開始数が 85％となっており、

攻撃のほとんどが自陣からスタートしている。ま

た攻撃開始からシュートまでにかかった時間のデ

ータをみると、攻撃開始から 8 秒以内でシュート

まで持ち込んだ展開が全体の約 70％を占め、20 秒

を超えると全体の 9％にしか満たなかった。自陣の

エリアから開始した場合は 10 秒以上時間がかかっ

てしまう攻撃が多いのに対し、相手ゴールに近い、

ペナルティエリア内と L・Ｍ・Ｎエリアではほとん

どが 3 秒以内でシュートまで持ち込んでいた。 
 

3-4 シュート・ラストパスまでいった攻撃 

攻撃の開始エリアについて最も多かったのがＫ

エリアで 13 回（14％）、攻撃の開始内容で最も多

かったのがこぼれ球 26 回（28％）であった。こぼ

れ球から最終局面にいった攻撃の開始エリアは、

センターラインより自陣になるＤ・Ｅ・Ｈエリア

から開始されたのが全体の 30％で、センターライ

ンより相手エリアで開始された攻撃が 70％の割合

となった。つまり、相手ゴール側のエリアでこぼ

れ球を拾うことができれば、攻撃の最終局面に展

開する確率が高いと考えられる。 

 次にラストパスが出されたエリアは、Ｎエリア

が最も多く 25 回（24％）で、続いてＰエリア 18

回（17％）、Ｏエリアが 16 回（15％）となった。

ラストパス時のボールタッチは 3 タッチ以下で全

体の 60％以上を占めている。エリア別でも、ほと

んど 1,2 タッチよりも 3,4 タッチが多くなっている。 

攻撃開始時とラストパス時を比較すると、攻撃

開始時のパス者のボールタッチ数は平均 1,62 回で、

ラストパス時は平均 2,58 回であった。平均すると

およそ 1 回のボールタッチの差があった。攻撃開

始時では 1 タッチと 2 タッチが全体の約 60％を占

め、反対にラストパス時では 3,4,5 タッチが全体の

約 60％を占める結果となった。現役時代にディフ

ェンダーをしていた私の経験では、相手のボール

タッチ数が多いほど、相手の次の動きが予想出来

るため対応しやすい。反対に 1,2 タッチと少ないボ

ールタッチでは予測できないために対応が遅れる

ことが多かった。今回の日本代表もラストパス時

に 1,2 タッチのパスをもっと有効に出すことがで

きれば、シュート数も増加していたのではないか。 

 
図 2 最終局面時の攻撃開始内容 

 

4 まとめ 

 

   4-1 こぼれ球からシュートやラストパスに結びつ

けた攻撃が 28％と全体の約 3割を占めた。また、

こぼれ球から開始した攻撃のうち 81％が相手ゴー

ルエリアから開始している。つまり、相手ゴール

側のエリアでこぼれ球を拾うことができれば、シ

ュート場面に展開する確率が高いのである。その

ため、こぼれ球においても、自チームのシュート

をブロックされた際のこぼれ球や、ドリブルカッ

トされた際のこぼれ球に素早く反応し、ボールを

奪いシュートに繋げていくことが重要だと言える。 

 

（  4-2 サッカーのゲームで使用される技術はキッ

クとトラップが全体の80％から 85％を占めている。

しかし、そのようなパスだけで相手ディフェンス

を崩すことは難しく、攻撃の局面を打開する一つ

の仕掛けにドリブルが使用される。今大会の日本

代表は、攻撃開始時のパス者のボールタッチ数は

平均 1,62 回で、ラストパス者は平均 2,58 回であ

った。平均するとおよそ 1回のボールタッチの差

があった。また、攻撃開始時では 1タッチと 2タ

ッチが全体の約 60％を占め、反対にラストパス時

では 3,4,5 タッチが全体の約 60％を占める結果と

なった。現役時代にディフェンダーをしていた私

の経験では、相手のボールタッチ数が多いほど相

手の次の動きが予想出来るため対応しやすい。反

対に 1,2 タッチと少ないボールタッチでは予測で

きないために対応が遅れることが多かった。今回

の日本代表もラストパス時に 1,2 タッチのパスを

もっと有効に出すことができれば、シュート・ゴ

ール数の増加に繋がっていたのではないか、考え

られる。 
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図 3 エリア別シュートまでかかった時間 


