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ゲームプランニングの第一 歩
私 が30年 間バ スケ ッ トボール を

思惑通りに試含を

指導 してきて思 うことは、 まず最初
にや らな くてはいけないことは、相

i

′‐

手 チームの スカウテ ィングではない
ということです。つ まり、
相手 に対 し

﹁月︑
﹁
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て どうこうする前に、 まず自分のチ
ームがチーム としてや りたいことや、
′
′
昭 和16年 7月 7日 生 まな 50亀 東京者￨,II身 .武 蔵
(プ ロフ ィール )ぇ の もと・ ひでお′
スケツ トボール
務丸 ′｀
中→r.蟻 婦11,ib茂 人。卒業後は[H版 社 に就職 して、週干1監 記者 を名
のコーチ としては、1研 日4fr「 、杉野女子短大 ('財 野女了太 F)の コーチ就任が スター ト.
研 日4び fiか ら 1'i塚 女子チームのブ
1年■ll人ギ や体育系の大 拗 を相手にf腕 を発揮。日
ロコーチ として 25暉 ]網 を とり、その間、日本 リー グ、オールジャパ ンをそれぞれ 2日
表の監督 を兼任 した経験 も。 その後、 11ヽ ルMI:り ;予 チー
11il肺 Lま た日 1寺 に、全 国螂
ム コーチ を経て、平成 9年 よ リゼ クセルの コーチに就任、現在 にや る。昨 季は、同チーム
各場で、チームをベ ス ト8に 導 いた。
の ￨1本 リー グ 111臀「〕
:多

11:ヽ

JBLl部 チームの場合

練習中に指導 して きた ことを、 いか
に100%発 揮 で きるか ということが

なかった。 こうなると
しか決められ′

大事だ とい うことcま ず自分たちの

慰 し
そのゾーン・ ディフェンスが万

できること、力 を発揮する姿勢を持
つcこ れをまず第一に心に留めてお

ていると判断するわけで、そうすれ
ば、 このデ ィフェンスをもう少 し、

いて ください

続 けてみようか ということになるの
です。
相手が困 ってい るものを続 けてい

かな」 と考 えたわけです。そ こで、
まずは、人を知 ることか らスター ト

けば勝てることにな ります。 しか も
自分 たちは、普段 か らや ってきたこ

を知 ること力減台まりで した。

さらにゲーム を戦 ってい く上で必
要になって くることは、相手の対応
について、で きる限 り先手先手を打
って事態に対処 してい くことだ と思
い ます。
40分 間 のゲー ム を 5分 単位 で考
えた とします。
例 えば、まず 5分 間は
マ ンツーマ ン・デ ィフェンスでスタ
ー トして、相手 に 6回 の攻撃があっ
て、 5本 のシュー トを決められた と
しましょう。そうすると、この 5分 間
のマンツーマン・デ ィフェンスは機
能 していないことになる。そこでゾ
ーン・デ ィフェンスに変えてみる。そ
のゾーン・デ ィフェンス もオール コ
ー トのゾーンがいいのか、ハーフコ

1カ

とをちゃん とやることで、相手を困
tば いい とい うこ
らtき る ことができオ

Pcrrt
しようと考 えたのです。相手の監督
対戦相手の日体大の監督 は石川武
(現 日体大部長)さ

んで した。私た

となのです。
私 は、5分 単位でゲーム

ち杉野女短大が動 きの激 しい日体大

を区切 り、 それに対する判断を随時
行なってい くことがゲームプランの

に勝つには、同 じように動 き回って
は勝てない。 そこで、 日体大 とはま
′
｀
｀′
った く逆の 静 の展開を狙 ったわ

基本 になるのではないか と思います。
私が、 ゲームプランを最初に考 え

けです。オフェンスの回数 を減 らし

たのは、今か ら30年 くらい前の話 に
な ります.ど の様 なゲームを展開 し

て、 とにか くじっくりと攻め、守る。
時間的に リミットぎりぎりのバスケ

たら勝てるのかな と考 え、そのため
の手段 を考 えた ことか ら始 まったよ

ットをしたわけです。 この ときは、

うに思 い ます。

ー トのゾーンがいいのか、 または ト

私 は、当時、杉野女子短大 を教 え

ラップ・ ゾー ンがいいのかを考 える
わけです。
今度は、
相手 のオフェンス

てお り、初 めての試合が 日体大 との
入替戦で した。その ときに「じゃあ

が 7回 あった中で、 シュー トは 2本

どのようなゲームをすれば勝てるの
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[特 集 ]

確か相手が30点 台の点数で、ウチは
50点 台 とい うロースコアで勝 てた
のですが、残念なが ら、翌 日の対戦
では、逆 にダブルスコアで負けて し
まい ましたね。
私 はプレーヤー として武蔵高時代

LL礎 的なバ スケ ッ トは習 ったけれ
｀
̲、 とう戦 って 、
どう勝 ってい くか と
い )、 プレーや試合の組 み立て論 と

きはこんなことを言 うだろう、負け

るわけですから、その どちらについ

̀.‐

ているときにはこうだろうと、その
内容 までがある程度の予測がつ くよ

て もプランを立てなければならない

い うものについてはまった く教わ ら

うになって きたわけです。それが合
っているか どうか分か らないにして

はコンビネーションがあった として、

も、予測がつ くことで、逆 に自分た
ちのベ ンチワークとしての対応 を考

もしそれが うまく機能 している様 な
ら、 それを続 ければいいことです。

えられると思 うのです。

逆にBは うまくいかない という状況
なら、 そのプ レーは使わないでい く

午かったわけです。初めて コーチに
′
1)て 考えたことが、相手が得意な
t.iろ では勝負 しないで
、相手 にや
,た

ことのないプレーをさせ ること。
、練習 してきた得意なバ スケ

,I:り

ツトをさせない。 これが私が考 えた
千け句のゲームプランだったのです。
その後、 日立戸塚の コーチヘ と就
11し

たゎけですが、チームを強 くす

るための練習はもちろん、その他 に
′―チとしてや った こととしては、

これがで きるようになってか ら、
次 に相手 のチームはマンツーマ ン・

具合 に、それぞれの評価 をして、た
とえゲーム中であって もその調幣 を

ゾーンはどのようなものなのか とい
った戦術的な特徴 を考えてい くこと

ただ し、もちろん
してい くわけです。
それは練習で取 り組んだものでなけ
れば、前述の通 り、自分たちのスタ

に取 り組んでいったのです 。
当然、そ

,― ムの監督の経据歪を調べ た という

です。各監督 の方々が どの様 な
lf歴 でバスケ ットに取 り組 んで来 た

うすればよいのかなど、一 つひ とつ
の現象や事例 について考えてい くこ

のかを調べ、誰が どんな人に教わっ
(、
どの様 にして来たのか とい うこ

とにチ ャレンジしてい くわけです。

1と

とか、 また違 うCで いこうとかい う

・デ
デ ィフェンスが多いのか、ゾーン
その
ィフェンスが多いのか。さらに、

れに対 して、 どの様 に備 えなければ
いけないか、 それを崩すためにはど

11暇 を利用 して、 これか ら対戦する

ことは言 うまで もあ りません。
例 えばAと い うオ フェンス、 また

イルをまず発揮するとい う私の理念
からは外れてしまうだけでな く、経
験のないことを即興 でできるはずが
ないと考えます。 この様なプレーを、
対戦相手や状況 によって、:正 しい使
い分 けをしてい くことも、 プランの
微調整 という部分で必要になって く
ると思 うのです。 ちなみに、私の場

うなのかを徹底 して研究 しました。

ここまで私の経験を基に話 を進め
ましたが、ゲームには、オフェンス、

合には、ゲーム前に、 ノー トに12通
り程 のプランを書いて、 ゲームに臨

ディフェンス という二つの側面があ

んでいましたc

つけ出そうとしたのです。例 えば
￨1体大のバスケットのスタイルはど

答を繰 り返 したのですЭ
読者の方々には「何の為に ?」 と
思われるか も知れ ませんが、育 った
環境 を知 ることによってチームカラ
ーがある程度分かるし、 その コーチ
が どんな人物 に指導 されたかによっ
て、 フ ィロソフ ィーが見えて くると
思 うのです。実際に指導書を出 され
ている方 もお られたので、本を読ん
だ り、実際 に話す機会があれば聞 い
た りしました。 自分 と照 らし合わせ
なが ら随分 と研究 をした ものです。
特 に、選手 たちにどんな教 え方をし
ているのか とか、 タイムアウ トを取

０戦況を見つめる榎本 コーチ︒試合を５分程度に区切り︑それに対する評
価を下すことによ って︑ゲームプランの微調整を行な っていくことが重要

それを打ち破 るためには、今や って
いる練習でいいのか と考 え、 自間自

凛′

で

,導

るとき、 どういう取 り方をする人な
のか、 どんなときに多 くタイムアウ
トを取 っているのか とか、人柄的な
もの も可能な限 り調べたのです。結

・

局 ノー トが 7冊 分 くらいにな りまし
たが、それを基 にして、自分のチーム
にフ ィー ドバ ックするとい う方法で
ゲームの戦 い方などを学んだ といえ
るで しょう。勝 っているときのタイ
ムアウ トの取 り方、そして、
取 った と
で ヽでヽ

一
一一
魃妙
・

1札

試合の組み立てl網 から
コーチは様々な状況に備えておく

,tを 知ることで、相手の スタイルを

じ
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― チ と して は、

たい くつかのパ ターンが あるもので

様々なパターン
を考えて、これに
対応できるよう
な細かいプラン
を作らなくては

すが、そ こを見ていかなければ、調
整 はで きない と思 うのです。

いけないのです。

選手を励 ますなどの、言葉 による調
整作業 になるように、それぞれのパ

暮態 そういった意味

か
ら
は
習
中
練
、
り
1 で
つ
た
ちの持
￨り
自分
ォ バ リエーション
1戦
̀′

V的

を増や し、作 り上
げ て い く こ と も、
大切 なゲー ム プ
ラ ン と言 え る の

・
̀嘉 .撼

で はないで し ょ

現在 は男子のチームに所属 している
ゎけですが、そ こで、女子 と男子 と
を比較すると、男子 のほうが展開が
速 く、女子 よりもより速 い対応が必
要になって くるように思います。今
はアシスタン トコーチ 2人 がゲーム
の流れをチェ ックするな ど、私のサ
イ ドを固めて くれていますが、本当
はもっと細 か く分析を しなが らゲー
ムをしてい くべ きなのか も知れませ
ん。私の考 えでは、 5分単位 でゲー
ム を判断 し、必要ならば微調整をカロ
えてい くとい うのが いいのではない
か と思っています。
オフェンスにもノーマル・オフェ
ンス、モーシ ョン 。オフェンス、ナ ン
バー 。オフェンスなど、いろいろある
わけです。 さらに状況別 とい うこと
もあ ります。負けているときの最後
のシチ ュエーシ ョンな どもその一つ
サイ ド
だ と思 い ますが、その中にも、
アウ トの とき、エ ン ドアウ トの とき
な どの分類があるはずです。同 じサ
イ ドアウ トの状況で も、相手がゾー
ンの ときとそうでない ときなど、 ゲ
ームの局面には、様 々なシチュエー

例 えばシュー トが落ちているだけ
ならシューターを代 えればいいわけ
で、後 は、 シュー トを落 としている

ターンにはそれぞれの方法があるわ
けです。 それで も、 シュー トが落ち
続 ける様 な ときには、言葉が悪 いで
すけれ ど、 それはチームのシュー ト
カ として しょうがないことで、 その
点の力不足 を認識するしかないわけ
です。
この様 に、 まずい部分 の補正 をし

ァ ィフ ェ ン ス

てぃ くことが、ゲーム中の コーチの
仕事 とも言える部分ですが、先程の

面で も、同様 です。オールコー ト、
ス リークォー ター、 そしてハーフコ

例 で、 それで もシュー トが入 らない
なら、今度は、ディフェンスのシス

ー トなどの展開があって、それがマ
ンツーマンだった り、 ゾー ンだった

テムを変 えて、守るディフェンスか
ら奪 うディフェンスに変 えて、でき
る限 リイージーシュー トに結びつ け、

うか。

25年 間女子 のチ ーム を指導 して、

ャクチャなプレーをしているか らそ
うなったのか、あるいは、ただシュ
ー トが落ちているだけなのか といつ

り、あるいはプレスになった りと、
い くつ ものパ ターンがあるわけです。
私が考 えるゲームプランの基本は、
ハーフコ
ハーフコー ト
・オフェンス、
ート
・デ ィフェンスで、それ らの こと
がきっち りとできるチームが勝ちに
つなが るとい うこと。 そうすること
で勝 つパーセンテージが高 くなると
考 えているのです。例 えば、ハーフ
コー ト
・オフェンスでは、い くらオー

リズムを立て直すことを考 えな くて
はいけな くなるのです。

コーチは選手のアシスト役
ゲームの入 り方にして も、相手が
動 く前に、自分 たちが先 にイニ シア
チプを取 りたいわけですcチ ームが
互角、あるいは相手 よりも劣 る場合
には特 にそうで しょう。 もし、圧倒

プンスペースがあつて も、 チームあ
・シチュエー
るいは自分の シュー ト

的に相手 よりも力が優る場合 には、
しばらく相手 のソ
断 を見 るスタイル

ションでないに も関わ らず、何の考
えもなしにシュー トを打 ってばか り

をとることもできるで しようカミ
旦 リズムが崩れた ら、 2、 3分 では

いては、 それは相手 にボールを献上
してい ることと同じです。 チーム と

立ち直れないことも多 く、 それを修
正するまでに、あっ という間に時間

して機能 しない場面 を作 らないこと
が、普段 の練習での意識づけの部分

は経過 して しまいます。特 に男子の
場合には、点数が10〜 20点 開いてし

で もあ り、 ゲームプランは練習か ら
ということの証明で もあるとい うこ

まうのに多 くの時間は必要あ りませ
カミ 取 り返 しがつ
んか ら、 その一欄子

とです。

かないもの となってしまう恐れがあ

どんなチームや試合にも、ペース

るのです。ですか ら、私 は点差が 1
桁 か ら2桁 に離 される ときに、特に

ションが生 まれて くるはずです。 も

が崩れて くるときは必ずあ ります。
この ときには、相手チームが素晴 ら

っと言 うと、タイムアウ ト後の残 り
数秒で 1点 負 けていているときのマ

しいプレーをしているか らそうなっ

ケアしな くてはいけない と思 います
し、逆 に自分たちが リー ドするとき

ているのか、逆に、自分たちがメチ

には、 そこが一つのポイン トとなっ

24

でくふと考えているのです。
さて、持の様なときに、いかにし
《俸正するかについて も、私の方法

いま
い くように説明することだ と思、
す.、 ヽ
つ も同定 された同 じメンバー

っか りと理解 し、基本か ら段階 を追

で スター トすることも必要だろうと

奪譴1カ しておきましょう.
合には、極カタイムアウト
襴

は思 いますが、 ^方 で対戦相手 によ
って、 ￨(tい 方つ まリプランが違 って

だ反復 した り、基本ができていない
のに次の段階へ と急 ぎ過 ぎているだ

警取 らないで、運 手を代えるなり、
.ダ
:ク
ト,オ プ 。バウンズなどでボー
′
彗
で 期ヽ
寺が変わったとさなどに、選

くるであろうことは十分 に理解で き
ることだ と思い ます。 またそのため
にはメンバー構成が違って くること

す。 これはゲームプランニ ングとい
う視点で も同じことが 言え、基本 と

もあ り得 るのが普通だ と思 うのです。
ですか ら、メンバー を変 える変 えな
いに関わ らす、 まずはその試合に対
するスター トメンバー をしっか りと

か りと行なえる ということが大前提
です。奇抜 とい うと語弊があ ります

決めることか ら、 プランを立て始 め、
選手 に理解 させ ることがいいで しょ

ケッ トを組み立て られるはずはあ り
ません。初めはノーマルな中で工夫

,1‐

ミ
」
lに きちんとす
を与えるよう
綺′
手段 ξ
タイムア
tこ なでいます.な ぜな1,、
べ
,長 しておきたいと考
￨,は
く
なる
'ヤ
桑でい轟か らです。 もあろん、そう
￨』 請￨,て い lbれ ない状況 もあります
力 そのタイムアウトを何に使うか
驚いぇば、11に 、自分たらのオフェ
:、

って取 り組む ことが必要なのに、た

けとい う場合 も多 く見 られるようで

い うものが まずあって、それをしっ

が、スペ シャル・ プレー的な奇 をて
らうばか りのプレーでは、 よいバ ス

つc

をし、体力、技術力、経験な どの段

ンスやデ ィプェンスの確認に関する
itと いうことになります。 このよ
措′
うに、タイムアウ トの取 り方一つに

また、 スター トメンバーか ら漏れ
た選手に対 して も、その得意な部分
を生かして選手交代 していけば、必

階を追 って、チェンジング・ デ ィフ
ェンスなどのスペ シャルプレー、 ま

財ごも、その状況やテンポ、 また選
手の体調などによつて、また、前半
と後 '卜 では違 って くるはずだと言え
るのではないで しょうか。
i:I― チがゲームに関 して絶対に忘
れてはならないことは、 コー トでプ
レーしているのは選手たちであると
いうことです。ですから、選手たち

ずやチームの力 となるはずです。
例 えば、ディフェンスカが素晴 ら

自身で解決できるものは、できる限
りそぅさせたほうが望ましい と思う
のです。私たちコーチといえば、ベ
ンチで選手たちをアシス トする立場
断をベ ン
なわけですから、正しし畔」
チから送 り、選手たちの手助けをす
ることが役割になるわけです。全体
的にゲーム見て、バランスのよいア
シス トをするべ きで、ある程度の細
かい選手同士のフラス トレーション
は、自分たちで解決することを目指
すのが一番だと思うのです。ただし、
当然のことながら、い くら小さな問
題 といえども、選手たち自身で解決
できず、ゲームに影響を及ぼすよう
なら￨よ それはコーチカψ暉決の糸口
を示さなければなりません。

プランニングも基本から
ゲームプランを考えるとき、中学
生や高校生 といった低年齢層の指導
をする場合に気をつけなくてはいけ
ないことは、スター トメンバーを決
める段階から、なぜこのメンバーで
スター トするのかを、選手 に納得が

しい選手ならばプレスデ ィフェンス
で起用 し、 その力を活か した り、 シ
ュー トが素晴 らしい選手 をワンポイ
ン トで使 うなど、 ゲームのイメージ
を広げてい くことで、 メンバーを構
成 していけば、ゲームで起用できる
選手が増 え、それがそのままプラン
のバ リエー ションの数にも比例 して
い くはずです。「これはだめだ」とい
う否定か ら思考 に入 るのではな く、
い ろいろな発想か らプランを立てる
ことが望 ましいことです。最低 で も、
常 に 7〜 10人 くらいの メンバ ーで
ゲームを展開することが理想です し、
そうできるよう努力するべ きなので
はないで しょうか。
選手起用 ということに関 して、あ
る意味では、控 えの選手 を使 うこと
で、オフェンス、 ディフェンスの ど
ちらかが犠牲 になることがあるか も
しれ ません。 しか し、近年のバスケ
ッ トのスピーデ ィ、かつパ ワフルな
展開において、ゲームは 5人 だけで
で きるものではあ りませんか ら、そ
の状況をコン トロール しなが ら利用
してい くことを、ゲームプランとし
て初めか ら頭に入れておかな くては
ならない と思 います。
練習段階 においては、 この ドリル
は何のために必要なのか、チームに
どんな場面で生か したいかな どをし

たはそれを利用するプランが出て く
るとい う考 え方をしてほしい と思 い
ます。特 に若い選手 を指導 されてい
るコーチの方々には、 プランを作成
する上で、基礎 を大切にした ものの
考 え方を第一 として考えていただき
たい ということを最後に添 えさせて
いただきたい と思 い ます。
結果的 には、ゲームプランニ ング
の基本は、 チーム作 りの基本につな
選手個々
が ります し、それは同時に、
べ
のプレーの基本作 りにす てのスタ
ー トを発するものなのではないで し
ょうか。
0ト ラップ・ ディフェンスを仕掛けるゼクセル
コーチは様々
(写 真は@梅 山と④グリグスピー
な状況を考え、練習中から取 り組んでいかなけれ
ばならない
)。

