原点を見失うことなく
戦術面を考察する姿勢
日本国内で指導者講習会が行なわ
れるようになって、10年 以 上が経 ち
ます。私 自身 も、指導者 の方 々の面
11で テ ィーチ ングや コーチ ングの考
目
え方、技術指導等 々を述べ させてい
ただ く機会があ りますcそ のような
場で、思わず 「なぜ、その[:え 術 を使
うのですか ?」 と、問ぃ掛けて しま
うことが多 くあ ります。
指導者の方 々はみなさん、とて も
よく勉強 されてい ます し、バスケッ
トに対する情熱 も 分 に伝 わってき
ます。 こちいが感心 させ られること
￨一

も少な くないのですが、殊、戦術上
の話 になるとどうも、みなさんの考
えが ス トレー トに伝わって きませんc
なぜか といえば、その方 々が勉強の
資料 とされている指導吉な リビデオ
なりで、全国 人会の̲1位 に輝 いたチ
｀
くンャル"な ものだけを
ームの ス′
又り入れていることが少 な くないか
月
らです。そ して、それをそのまま自
身のチームに当てはめ ようとしてい
るように思 われるか らです。当然、
それ には選手 の能力 や特性 に よ り、

総

イだけへ と向いて しまっているよう
に感 じてな りません。小度の選 手ヘ
のデ イナイはもちろん大事です。 し

向 き不向きがあ ります し、何 より指
導者 自身の考 え方、原点が どこにあ
るのかが見えてこないわけです。言

か し、ハ イポス トにボールを人れい
れ、￨ヾ ライブされて しまうような

わ1鋤 友真似であ り、信念が見えない。
私 には、それカラ支念でなりませ ん。
卜 とそのエ リアを
例 えば、ンユ

'伏

況な ら、45度 のデ イナ イをどんなに
強めても防 ぎようがあ りません。 ポ
ス l― デ イナ イとい うデ イナ イもあ

4つ に区分け して考 えてみると、 こ
うな ります。
l〕 リングにで きる限 り
近ついての レ
l｀
●
イア ノプをは じめ とするンユ

ります が 、講 じる策 の どこか に、
Fま ず全員でベ イン トを守 る』 とい
う意識がな くてはならないはずです。

￨〔

11111211)ペ

イン ト・エ リア内のジャンプン

1界 に目を向ける と、 ここ最近、
は

ュー トc
Oペ イン ￨― エ リア外の 2ポ イン
ト・ジャンプンユ 卜 0
,3ポ イン ト・ンユ 卜 c

アメリカが ヨーロ ッパのテームに押
され気味です。 ヨーロ ンパの選手の
能力が向 卜した とい う見方もあ りま
すが、 どちらかといえば、アメリカ

1111■

と移 るのに従 って 、確
ら へ、
率 は低下す る ものではないで しょう
IIIIIIIIIIか

￨11:〕

の基礎技術力V氏 下 してきたか らでは
ないか 、 とい うのが私 の見方 です。

かcだ か ら、攻撃す る側 は、速攻 な

そ して、アメリカの技術 をふんだん
■ている 日本 もイ
列夕￨´ 0は な
にII又 り入オ
い と、そんな気が してなりません。
ト
で きる「 り、確率のいいンユ

どで■)を 最優先に狙おうとするのが
基本的な考え万ですⅢ逆にデ ィフ
[

い 1,の ￨￨￨:1( r、 i:る …´'
り′グに近づ けないよ

ンスの側は.1.か
ま 攻撃￨￨￨￨￨を
￨り

̀lく

うにす る策が基本だ と考えられ ます。
にもかかわらず、指導書や ビデオ
を通 じて 『45度 のデ イナイですべ て

に持 ち込むのが 1対 1で あ り、悪 く
て もファウルをもらうとい うのが 1
対 1の 原点だと思い ますが、速攻で

が決 まる』 ごとく言 われると、デ イ
フェンスの基本的な考 え方は置 き去

アウ トナ ンバー を作 ったにもかかわ
らず、 3ポ イン トを打 つ。あるいは、
バ ック・スクリーンをかけて もらっ

りにされた まま、指導の 目がデ ィナ

たのにもかかわらず、わざわざ遠の
いて 3ポ イン トを打つ。それは ノー

論

マークを作 ったのではな く、ただ単
に打たされていると考 えられるので
はないで しようか。前述 した① 〜④
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の確率 を踏 まえれば、基本路線から
逸脱 したスタイルのように映って し

→イン
イ ドキ ソクー
・
ア
ウ ト、
サイド

まい ますcこ うした光景が特殊なも

これ場をす べてい
きな り選手 に向け

るところに、今の [1本 の問題点が潜
んでいる気がするのです。

るのではな く、最
初にボール ・ハ ン

特 に、例えば中高生な ど、私たち
が指・ する一 的な選手 たちに対 し
ては、 3ポ イン ト・ラインに広がる

ドリングの一貫 と
してインサ イ ド・

Fデ

II支

オプンヨンを考 えるより、まずはリ
ングヘ と近づ くべ ン ツクな姿勢 を
優先 して指導するべ きではないで し
ょうか。 また、デ イナ イばか りを見

アウ トのボールの
17て

い方のみを教え

てあ￨す るこそれは
しば し置いておい
キ ァクをする際の
足 と身体の使 い方

いマンツーマ ンの基本 を思い出 させ
るような指示 を与 えるべ きで しようc

を指導する。そ う
して、ハーキー・

マ ッチ ア ップ ・ゾー ンや トラ ッ

けではあ りません。 どんな策 を講 じ
るにせ よ、その原理 ・原則を理解 し、

イ

て、今度はサ イ ド

つめるのではな く、崩 されたのであ
れば、相手にリングヘ と近寄 らせな

プ・デ イフエンスなどの戦術的 オプ
ンヨンなど必要ないと言っているわ

３８
豪露

の としてではな く、 どこで も見 られ

ステ ップを皮切 り
にサ イ ドキ ツクヘ。

■

,

さらに、それ %の
動 きが スムーズに
行 なえるようにな
ったら、最初に覚
えたインサ イ ド・

とさえできれば、苦境 に立た された
場面で も何が欠けているのか明確 に

アウ トのボールの
扱 い方をプラス していけば、選手 も

な りますc試 合中、窮地 に立った際
の タイムアウ トでの指示の内容 も単

困惑す ることな く覚 えられるもので
はないで しょうか。
ワンハ ン ド・ンユ 卜 に して も、

純明快 になるような気が しますc

﹁一

自身の原点を持 っていては しい とい
うことなのです。原点に立ち戻 るこ

対 1に 欠かせないピボッ トです。今
虫れ られま
回は詳細 については深 く角
い
せんが、是非、試 して ただきたい
のが軸足 のほ うにボールを置 くプレ
ー。1対 1の 練習 では大抵 、 フ リ
ー ・フ ノト側 にボールを置 き、 ドラ

1対 1に おける原理・原則を
見つめ直してみよう

まず効 き手で ドリブルをさせ、 ドリ
ブルをI卜 めたときのボールを持つ手
と支える手がそのままンユ 卜 態勢

指導全般 に渡る一般論 か あ述べ さ
せていただきましたが、1対 1に 関

に相当 します。その状態か ん、手首
をやや Lに 曲げた格好がボールを最

イブに移行するように指導 されてい
ると思い ますが、軸足側でボールを
抱 えることによって、ボール ・キー

してもほぼ同 じことが言えます。指
導方針の原点であ り、また一つひと

も遠 くまで飛 ばせるもので、力が足
りずボールが リングに届かないか い

プで きるばか りでな く、相手が前 に
出て くるのを見計 らって、一気 に抜

つのプレーの原理 ・原則 をどれだけ

といって、ボースハ ン ド (両 手 の
ンユ 卜 に妥脇する必要などまった

いて しまうこともできるのです。原
理 としてはステ ノプ・バ ツクの ドリ

くないとい うのが私の考 え方です。
さらにそのときボールを支える指

ブルと同 じ。前に行 くばか りでな く
‐
度後ろに ドがる、あるいは下がる

理解 して指導に当たれるかが選手の
成長に大 きく左右 しますcl固 々のフ
アンダメンタルの指導法 について触
れてい きますが、先に言 ってお くと、
これか ら紹介す るような練習は、一
人でもで きるとい うことです。宿題
として与えてお くだけで、子供 たち
に目覚 ま しい成長 を促 す はずですc
順序 を踏 まえて分か りやす くア ドバ

)

は開いていなければな りませんc5
本の指が閉 じていると安定感がな く
ファンブルをしやすい。 キヤ ンチす
る瞬間 も同 じですが 、ボールが手の
ひらに付かない ように、ボールに接

イス してあげて ください。
例えば、 インサイ ド・アウ トとい

触 してい る 5本 の指で円を描けるよ
うな格好 にすることが大切 ですcこ
のように、 ご く簡単なア ドバ イスで

う ドリブルを指導する際には、一つ
ひとつの動 きを細分化 して説明 して
い きます。ハーキー・ステ ップ→サ

指導するのが基本練習 に欠かせない
大事な要素 と言えるで しょう。
特 に見つめ直すべ きテーマが、1

をするだけで周囲の状況が よ く
見えるもの。それをフリー・ フッ ト
￨II:り

にボールを置 き、前にばか り行 こう
とするか し視野が狭 くなって しまっ
ているとい うこともあるようです。
このような基本 ドリルの 方法や考
え方を何 とか全国に広げてい きたいG
制の
昨年立ち上げ られたエンデバ
下、高校生 に関 してはようや く全国
各ブロックを一回 りしましたが、中
学生以 下に関 しては、まだ動 き出せ

13

プ・ォフェンス』 とい うスタイルを
上乗せ したことがあ ります。
バスヶットボールは競技 の性質上、

どぅしてフェイクを扶 まなか った
かとい えば、静止 している状態 を 0
ロ)だ とす ると、 トップ ・スピ

動 きの質や長 さが同 じであれば、身
高いほ うが有利 とされます。私
長ヵ〕
もまった く同感ですが、自分 のチー

ー ド、す なゎち1∞ を迎 える前 にフ
ェイクしている間に、 スピー ドがЮ
とかωになって しまう。 スピー ドの
ヽ
1い てこら
変化が緩やかになると、イ

ムを見渡 してみる と、みんな小 さい
選手 ばか り…。『 さあ、 どうした も

.,

li炎

伝 わらないと、 こ苦労 されているの
ではあ りませんか ' 脚作 りが思い
通 りに進 まず、結果的に負傷 につ な
がる という苦い経験 をされた方 も少
な くない と思 われます。

髯 選
重 電 ︑ま
建 善
．
番 蕉 重
量
．
撮 露
電 ︑書 彗
︐
︐
．
︐
︲
．

とぃ うことで もあるわけです。

ヽ 曇
．．
．

も同 じ考 ぇ方で突

露 窪 叢

ェンスに不可欠な要素を各々の肉体
に宿 らせるとい う手順 を踏んでいた

．

理由です。
オールコー トで

︒

が有効 なの も同 じ

使 ing』 は文字通 り、身体 を酷使
して脚作 りを進めるとい うもの。 し
か しそれは同時に、 ス トツプ・オフ

急激 なス トツプ ・
ジャンプンユ ト

違

うな るわ け で す 。

シュー ト''と 命名 して選手に取 り組
ませてい ました。『コクン ング=酷

蔵

状態 だか ら一気に
抜 きやす い、 とこ

う した メニ ュー を私 はそ れぞ れ 、
コクンング・パ ス'' コクンング・

︑事 壺 驚

受 けた1舜 間、相手
はまだ動 いている

蔓

クマ ンが少 しで も
遅 れれば、パスを

数 メー トル先 にボールを放 り投 げ、
それをノーバ ウン ドで拾 わせる。あ
るいは、わざとキヤツチ しづ らいパ
スを出 して ンユ 卜 を打たせる。 こ

擢電
．．．

ず外れ ますЭデ イ
フェンス側 のマー

妻

格が しっか りして きたら、身体 を酷
使す るような トレーニ ングも時 に必
要ではないか と感 じます。

菫 鷺 ξ
っ 螢 豊
．
．．．
．
．

きるようになれば、
相手のマークは必

肇

行 なう必要があ ります。 しか しなが
薩
)、
ある一定 の年齢 に達 し筋肉 と骨

鷺

舜日
寺に
か ら0へ 、日
・
ギァ チェンジで

甍

グを課すのは禁物です し、多少の ト
レーニングが必要だとしても慎重 に

ｒ 疑鶯

いずれに しても、
ヽ、1(Ю
oか らl(Ю ′

︐

迫感に欠けて しま
うものです。

苺 黛 ＾讐
．

確かに、練習で酷使 し過 ぎて負傷
する場合 もあるか もしれません。特
に低年齢期 の選手 に筋カ トレーニン

︑′︑菫

ている時間が長い
と、それだけで緊

ブ ・デ ィレクンヨンの重要性 をい く
■手 になかなか
ら認識 していて も、す

重

。
らない。 それ こ
個人 の基礎 ドリルでも常に原理 原則 を念頭 に置 かなけれはな
ージ。本文 とは関
そが不 利 を覆 す上 での条件 にも相当す るはずだ (写 真 はイメ
係 ありません/ウ インターカ ンプより)

のはそ う簡単 で はない とい うのは、
言 うまで もない ところです。みなさ
んも瞬時のス トツプやチェンジ・オ

筆

になって も、Юか らの くらい
のス ピー ドで走 っ

とぃうことが幾度 とな くあったわけ
ですが、 このスタイルを植え付ける

″澪 ︑ ョ 壌

￨'同

作 りの上台 とも言うべ きもので したc
この戦術で、身長 も技術 もはるか
に上回るチームに勝つことがで きた

妻 塗

た展

ノーマークでパスを受 けられるもの
です。そうした約束事が私のチーム

電

うも メリハ リを感 しない試合に出 く
ゎ したことはあ りませんか ? い く
ら両チームが得点 を収 り合い、競 つ

ースに入る。 スクリーンを複雑にこ
しらえな くて も驚 くほどあっさりと

還

のはどうい う場面かを考えてみ まし
‐
た。行 き若いた答えは、 人の選手

れる11能 性が高 まって しまうと思 っ
たのがその理由です
余 ですが、li式 イ)を ,こ ていて、 ど

￨￨し
ルで入 りますcそ の動 き計 に合わ
せて、すでにフロン トコー トに入っ
ている選手 もl∞ の動 きでパ ス・コ

菫騨 喀 構 ・彗 優

のか』 とい う戸惑いから、そのオブ
ンヨン作 りは開始 され ました。
ー
まず、身長差があるチ ムが ￨liい
′
に戦 っている場 合、1司 ■でい られる

(ゼ

⁚

り出せるように トレーニングを重ね、
試合で もそれを要求 したのです。

・
︲

このようなプ レー をべ ン ツクな
考 え方 として、私 はかつて 『ス トツ

l上

・ヽ 彗
︐

行 く振 りをして右…、そんなフェイ
クはさせ ませ んで したっ静 した状
態か ら 一気 に トツプ・スピー ドで走

︐

身長差を覆した
ストップ0オ フェンスという戦術

ります。 フロン トコー トに作 られた
スペースを目掛けてボールマ ンの選
手が 一気 に1∞ の スピー ドで ドリブ

︲

思いは強 まるばか りですc

そ こか ら、一人の選手が動 くのを合
‐
図 に全員が 斉 に動 き出 しを開始 し
ます。右 に行 く振 りをして左、左に

破 してい ました。 ボールマ ンの周囲
をクリアーにした段階で全員が lLま

ｉ らヽ

てもらいたい。不定期 に行なってい
るクリニ ックで指導す る度に、その

がボールをキープ し、1也 の選手全員
が ピタ ッと止 まっている時 はイーブ
ンではないか、そ う考 えたのです。

︐

ていないのが現状 ですc身 長 など関
係 な く、みんなに 1対 1に おける原
理 ・原則に則 ったプレーを身 に付け

場
￨ドキ
≒

.:ぎ

.藩

￨

ちなみに、私は今で も選手に取 り
組 ませる メニ ューを自分の身体 にも
課す習慣 を継続 させてい ます。 自分
が行 なうことによつて、その メニュ
ーのいい部分 と悪 い部分がはっきり
するからです。指導者 の タイプも十
人十色ですが、私 は自分でで きない
ことは人には教えられない、 と自認
してお り、 これ らの辛 い練習 も選手
と共に実行 しました。筋肉痛は並大
抵 ではあ りません。余談 ですが、私
力寸旨導 を始めた当初、 トイレはほと
んどが和式 だったため、筋肉痛で座
れない とい うこともあ りました。 し
か し、 こうした練習を積み重ねるこ
とで筋肉 と骨格が強 くな り、 ス トッ
プ&ダ ッシュが可能 になるばか りか、
関節 の可動域 も広が ります。だか い、
ス クワ ッ トの ような格好 での 中腰、
いわゆるバスケッ トボール ・スタン
つ不平
スを長時間持続 させても何 ―

一
蝙

,・

バ ック・ランも欠かせない技術 です。
自分たち力ヽ文めた直後、高さのある
チームが どうい う攻め方 をして くる
か、一瞬 も見逃すわけにはい きませ
ん。そこで、バ ック・ランで 自陣に
戻る習 1貫 が付 いていれば、視野が失
われていない分、先手を打つ ことが
で きます。小 さいチームで あれば、
全員がフロン ト (前 向きの)・ ラン
と同 じくらいのスピー ドでバ ック・
ランで戻れないと、高さがあ り、 し
か も速攻 を展開するようなチームに
は太刀打 ちで きないのです。
視野を十分 に維持 し、 インターセ
プ トあるいはステ ィール を成功 させ
たら、こちらは、それに輪 をかける
ように速 く攻めます。ボールを奪 っ
たら 5秒 以内に相手 リングまで持 っ
てい くような練習 を繰 り返 し行なっ
たものです。その『 5秒 オフェンス』
を成功 させるには、ボールマ ンとも
う一人が走るだけでは相手 に対応 さ

同 じベース で動 き続 けていれは高 いほ うが有利で
あるとい う事実 を基に、 ス トンプ・ オフエンス
は編み出 された。 ダ ンシユ &ス トツプに加 え、鋭
い動 きを可能 にする身体作 りはケガの防止 にもつ
ながるとい う (写 真 はイメージ。本文 とは関係あ
りません/ウ インターカ ップより
''

)

の情報のお陰で、次のプレー を読む
ことに長けた選手が増 える一方、直
線的にリングヘ とアプローチで きる

不満を言 う選手 はいませんで した。
最近の選手 は、辛い とす ぐに棒立

れて しまう。そ こか ら、『ス リー ・

ちになって しまうのではあ りません
か ? そ こで指導者の方が妥協 して

ライン』の速攻が ンステム化 された
とい うわけです。他 にも、冗談では

はいけません。ある一定期間は我慢
させる。苦 しい時期 を乗 り越えれば、

なく、大 きい選手 の股間を擦 り抜け
弓れるか試 してみた りもしましたが、

インサイ ドをついてみる。 ファウル

ケガを寄せ付けないようにな り、ひ
いては身長差 をカバーで きるだけの

その良 し悪 しは別 として、イ
ロ々、あ
るいはチーム としての必要性が生 じ

を貰 えるか もしれません し、うまく
抜 き切れれば、その後 はスタンスを

脚力が備わるのです。

た場合、原理 ・原則 を考慮 した上で
のそうした発想 を試 してみるべ きだ

広 くとってデ ィフェンスせ ざるを得
な くな ります。 インサイ ドの選手 も

身長差を覆す決意から
生まれた数々の工夫
振 り返 ってみると、テーム を指導
していた当初 は『2∝ m差 ないどうに

と思い ますが、みなさんはどうお考

ボールを貰 って即、アウ トサ イ ドに

えになるで しょうか。
コー ト上の 5人 にそれぞれ2∝ mの

返 して しまうのではなく、 ピボ ット
を踏んで頑張ってみる。そうするこ

身長差があって も、「芝生 をな らす
ように (持 てる要素 を)延 ば してい

とでシュー トまで持って行ける可能
性が出て くるだけでな く、ヘ ルプマ
ンを引 き付けることにより、他の選

かなる』 とい う意識 を持 って指導 に
当たっていたような気が しますc前
項でご説明 したス トツプ 。オフェン

くと、ひょっとしたら君 たちのほう
が大 きいか もしれない…」 と、そん

スに自信 を深めたのに加え、他にも
いろいろな工夫 に試行錯誤 を繰 り返

なふ うに言 って、 自信 を持たせた り
もしてい ました。 もちろん、そ こに

す 日々を送 っていました。身長 は足
の底 から頭のてっぺ んまでを計測 し

は個 々のフアンダメンタル、強、
靭な
脚力、そ して集中力や精神的な強 さ
といったベースが不可欠なのですが、

た数字ですが、実際の試合で大きな
意味 を持つのは、足の底か ら腕 を伸
ば した高 さ、いわゆるリバ ウン ド身
長です。その高 さを伸ばそうと、脚
作 りだけでな くジャンプカ をつける
工夫 もしました し、 また肩関節 を柔
｀
軟 にして、腕が上がる高 さを伸ばす
ような工夫 も奏効 しました。
高 さの あるチーム と戦 う際 には、

選手 は減少 している気が します。
ベ リメーターの選手 は ドライブで

手 をノーマー クの状態に してあげる
ことがで きるのです。
選手がマークマ ンに勝てるように
仕向けるのは、何 も監督だけの仕事
ではあ りません。選手自身がそうし
た気持ちを携 え、練習で培 った成果

私の経験上、身長差 を覆す術 は実際
にあるのです。
身長差 を例 に しなが ら、テーム作

対応 し得 る臨機応変 さが重要な意味
を持 ちます。それだけに、監督が一

を発揮する努力や、あるゆる事象に

り全般 まで話 を広げさせていただ き
ましたが、最後にもう一度 『 1対 1

方的に話 し続ける ミーテ ィングでは
な く、ある部分では選手に考えさせ

の原理 ・原則』に立ち戻 り、 l,ン グ
に近づ くとい う原点を忘れずに指導

そ して行 き詰 まった際に選手 と監督
が双方向か い言い合える環境作 りが

に当たってほ しい と思い ます。多 く

大切だ と強 く感 じます。
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