クスを守る基本を
ボールマンとボン
い
ンで
すべてのポジシヨ
身に付 けて、
,き る
ようにしよう
p.‖
蘊
ン
2‑3ゾ…
/3‑2ゾ…
ン
'て

.‐

集]
いやポイン
― 狙

・
‐ 癬鐸
..泰

ンを組むことなどもあるで しよう.
では次に、ゾー ン・デ ィフェンス

[特

の基本 についてお話 ししたいと思い
ますが、指導者の方はゾー ンを組む

える一

際の選手 のポジションを細か く指示
しているで しようかっ ローテ ン ヨ
ンは選手任せになっていないで しよ
うかっ個 々の能力 (脚 力、予想能力、
経験)だ けに任せて しまうと、 メン
バー・チェンジが行なわれた場合 の
ように、他の選手が入 るとそのゾー
ンは まった く機能 しな くなって しま
い ます。 ゾー ンは、5人 が一体にな
ってこそ、効果があるものです。で
すか ら、誰がいつ入って も同 じゾー
ンにするためには、テームとしての
共通理解、す なわち基本 とい うもの

轍艤

が大切になって くるのです。
私が考える、ゾーン・デ ィフェン

監
督
榎本 日出夫路路熱表
]

えのもと ひでお/昭和 16年 7月 7日 生まれ、63歳 。東京都出身。武蔵中―武
蔵高―武蔵大。中学 3年 でプレーを始め、高校 では3年 連続インターハイに出
バ
場 し、優勝も経験。大学卒業後、出版社に入社するも、杉野女子短大のメン
ー と出会い、指導者としての道を歩み始める。その後、日立戸塚でプロコーチ
・
ーグ
2年連
として、本格的に活動を開始。25年 間在籍 し、全日本総合 日本 リ
ヘ
続 2冠 を達成 し、その後、女子日本代表チームのコーチ、 ッドコーチを歴任。
以後、男子チームの指導を開始 し、日立本社、ゼクセルのヘ ッドコーチに。男
年 3月 に、第一線を退き、その
子日本代表チームのコーチ も経験 した後、
"∞ べ く、全国でクリニツクを展開
後は、長年培 った指導者としての技術を伝える
中。

とと
ンこ

基本はボ…ルマ
ボックスを守る

ゾー ン・デ ィフェンスに限 らず、
すべ てのプ レーや戦術 には、基礎、
基本というものが存在 します。そし
て、私は、その基本の部分 というの
が、最も大切ではないかと思います。
したが って、指導者 の 方 々 には、
型"で はなく、『基本』の部分、そ
して、さらにはバスケツトの本質は
何か ということを、選手に指導 して
ぃただきたいと願ってい ます。
ではまず、なぜゾーンを組むのか
12

スの基本 とは、ボックス内を守 ると
ぃ うことですゥそのためには、まず
ボックスの四隅を守 ることが大切で
プラグ (図 1)"
このエ リアは、
と
ました。
する 名付け

す。私 はこれ を

ディフェンスが、オフェ ンスに奪わ
れた ら一番嫌 なポジンヨンです.こ
こにボールが入った瞬間に守 りよう

とい うことか らお話 ししたいと思い
ます。 これは、ゲームの流れを変え
たぃときゃ、ディフェンスを不得意
とする自チームの選手が、相手のキ
ー ・ポイ ン トになるプ レーヤー とマ
ッチアップしなければならない場合
などが挙げ られます。 また、マ ンツ
ーマ ンのオフェンスが得意なチーム
と対戦 した場合、相手のほ うが、オ
フェンスに関 して練習時間の絶対量
が多い時な ど、マ ンツーマ ンで守 っ
てぃては、チームにとってマ イナス
になって しまい ます。ですか ら、マ
イナス部分 を削除するために、ゾー

がないのですか ら、オフェンスより
も早 く、そのポジンヨンに移動 しな
ければな りません。
最 も確率の高いンヨツ トは、 レイ
アツプ・ ンヨツトですЭ確率で言え
ば、ほぼloo%で しょう.次 に、ボ
ックスの中での 2ポ イ ン トシ ョット。
その次に、 ミドルレンジ、そ して 3
ポイ ン トシ ョットとい う順 に確率は
下が ってい きます。リングか ら遠 ざ
かれば遠 ざかるほど、 ンヨツ トの確
率 というのは下がってい くのですか
ら、ボックス内を守る とい う約束 は、
ゾー ン・ デ イフェンスのみな らず、
すべ てのデ ィフェンスにおいて基本

とな りますr,つ まり、ボ ックスの中
にボールを入れさせないとい うこと

チームがあ ります。 しか し、 これで
はエルボーをプラグしなければいけ

が、確率的に考えれば、良いデ イフ
ェンスとい うことなのです。

ないポジションが 2箇 所 も開いて し
まい ます。 ショッ トの成功率の話 を

ですか ら、 ゾー ンに も、2‑3、

思い出 して ください。 3ポ イン トよ
りもボックス内のン ヨツトのほ うが

3‑2、

1‑3‑1、

ボツクス&ワ

ンなど、様 々な スタイルがあ ります
が、 どれも制限区域の四隅をプラグ
し、ボ ックス内を徹底 して守るとい
う点は共通 しています。
「 ゾー ンだ とリバ ウ ン ドが取れな
い ￨と い うことを言 う指導者の方が
い ますが、私は、まった くそんなこ
とはないと思い ます。 リバ ウ ン ドを
収 るために必要なことは、ボックス
アウ トです。

高確率で決 まるわけです。そ してプ
ラグの位置 にボールが入っただけで、
デ ィフェンスは最 も不利な状況 に立
たされて しまい ますこ このゾー ンを

.

とを優先するのが基本です。ですか
ら、図 2の ようなポジン ヨンど りが
ベ ス トだと考えます.
まずは、ボールマ ンにハ ンズアッ
プを してプ レッシャーをかけ ます。

現在はボックスアウ トとい う言葉

残 りの 4選 手 は、制限区域 に両足が
かかるようにプラグします3脚 力が
向上 した り、予測能力がついて きた

を使ってい ました。なぜボ ックスア

り、選手の個 々の能力が向上 した場

ウ トとい う言葉 を使 うようになった

合、ハ足だけ制限区域内に入れる形
にすると、 よ り効果のあるゾー ンに

す。 よって、ボ ックスの中にオフェ

｀
、

l遜

組む場合 も、まずはプラグを守るこ

を使 いますが、以前は、スクリーン
アウ ト、ブロ ックアウ トとい う言葉

か というと、ボ ックスの中に落ちる
シュー トは、実に90%以 上だか らで

,｀

,´

なるで しよう。まずは、両足 を入れ
るところか ら始めて ください。

ンスを人れ させないように徹底で き
れば、∞ %以 上の確率で リバ ウ ン ド
を奪 えるのです。
したがって、マ ンツーマ ンだか ら、
ゾー ンだか らとい っことで、 リバ ウ
ン ドが取れる取れないは、決まりま
せんcボ ックスアウ トがで きている
か、できていないかで、 リバ ウンド
が取れる取れないは、決 まるのです。
ゾー ンで リバ ウン ドが取 られて しま
う場 合、 システムの見直 しよ りも、
まず、ボ ックスアウ トを徹底するこ
とか ら始めてみてはいかがで しよう
か。

1‑2‑2.3… 2の
ゾーンについての考察
それでは、具体的に 1‑2‑2の
説 明か らして い きたい と思い ます。

3‑2と 呼ぶ方 もい らっしゃるで し
ょうが、ポジション、 ローテー ショ
ンはほぼ 同 じですので、 ここでは、
一緒 に扱 い ます。
●ボールが トップにあるとき (図 2)
よ く、ウイ ングの選手が張 り出 し
てい る形の 1‑2‑2を 組 んでいる

(Dボ ールがウイングにあるとき

(図 3)

2の 選手がボールマ ンにプレッシ
ャー をかけます。 この時、 デ イフェ
ンスは、 レン バ に ボールが渡っ
た瞬間、スクエア・スタンスで守 る
ことをt継 卜
けます。 ボクサー・ステ
ップのような、ヮンウェイを守 るス
タンスでは、ギャップをつかれ、簡
単に抜かれて しまう可育し生があ りま
す。そ もそ も、ボールをもらった瞬
間とい うのは、オフェンスはまず シ
ュー トを狙 うわけですか ら、 スクエ
ア・スタンスで付かなければいけま
せんcそ の後、 ビボ ットが始 まって
か ら、ボクサー・ステップにスイッ
チ しましょう。 これは、マ ンッーマ
ンで も同 じです。 スクエア・ス タン
スでディフェンス し、 ビボ ットが始
まってか らボクサー・ステ ップに切

○

り替えるとい う、練習を必ず行 なっ
て くださいc
口 テ ン ヨンは、2が いた場所
に 1が 入 り、プラグします。 2‑3
の場合 も同 じなのですが、必ずボー
ルに対 して、1‑2‑2と い う形 を
取 ることにな ります。 2‑2の 部分
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るように指導する方もいるそうです
が、ボールは空中にあるわけですか
ら、ボールの方向が変わることはあ
りません。ですから、クロス・ステ

カ ッ トを狙 い ます。 コ ツとしては、
最初か らパ スコースに立つ よ りも、

ップで走っても問題はないでしよう。
大切なのは、何 より速 く移動するこ
となので、むしろクロス・ステップ

このとき、5が ゴールキーパー とな

少 し内側にポ ジションを取ってお き、
パ スが 出てか ら飛 び出す ことです。
り、制限区域 に飛び込んで くるオフ
ェンスを守 ります。

で行なったほうがいいはずです。
に入ったとき (図 5)
C)ボ ールがローポスト
ボールが入る前、4は 、サイド・
ローでディフェンスします。ハイポ
ス ト側 には、 カ
ーバ ー が い ます
ので、 ウ イー ク
サ イ ド側 か ら腕
を伸 ば してお く
のが 良 いで しよ
う.ボ ー ルが 入
った場 合 、4は 、
オ フェ ンスの 背
中 に手 を伸 ば さ
ず肘 をつ け る姿
勢 で 密 着 します。
まず 、簡 単 に前

●コーナーでの トラップ② (図 8)
次に、ボールマンにダブルチーム
でプレッシヤーをかける トラツプで
す。まず、 4と 2で ダブルチームに
いきます。 1、 3が パスカツトを狙
います。 5は ゴールキーパーとして
制限区域 を守 ります。 トラップは、
攻めのディフェンスである分、ノー
マルに守っているよりも穴ができま
す。しかし、 ノーマルだけで守って
いては、変化がなく、相手も慣れて
しまいます。いつ、どこで トラツプ
を仕掛けるかということを、ベ ンチ
からの指示で行なうのか、それ とも
決まったポジションにボールが渡っ
た場合に行なうかなど、事前に決め
てお くべ きでしよう。

を向かせ な い こ

2… 3の ゾ…ンに
ついての解析

とを心掛 け て く
だ さい 。 そ して、
ボ ー ルが 入 った
瞬 間 に、 ウ イ ン
グにい た 2が ダ

では次に、2‑3の 場合 について
お話 しします。2‑3、 3‑2(1‑
2‑2)の 違いですが、イ ンサイ ド
とァゥ トサ イ ド、 どちらに比重 を置

ブルチーム にい きます (図 6)。 1、
3は パスカツ トを狙 い、5は 飛 び込
んで くるオフェンスをブロ ック。 ゴ

いて守るのか とい う違いがあ ります。
当然、2‑3は イ ンサ イ ドを重視、

ールキーパー として制限区域内を守

3‑2は アウ トサイ ドを重視する守

ります。
ボールがウイングに戻れtよ 図 5
の形に戻 るわけですcプ ラグとい う

り方です。それぞれ、 ローテーンヨ
ンは異 な ります が、3‑2(1‑

決 まり事があれば、このとき、選手
が正確 にポジシ ョンに戻 ることがで

も、ボールマ ンに一人がチェックに
い き、 1‑2‑2と い う形になるこ

きます。

2‑2)の 場合 と同 じく、2‑3で
と、2‑2の 形で、プラグを埋めて
い くとい う基本 は変わ りません。

● コーナーでの トラップ① (図 7)
ここまでのディフェンスは、受け

●ボールが トップにあるとき (図 9)
ボールマンには、ハンズアップす
ることでプ レッシャーをかけます。

でプラグを行なうことが原則です。

のデ イフェンスで したcし か し、受
けてばか りではボールを奪 うことが

●ボールがコーナーにあるとき (図 4)
ローテーションは、図 4の 通りで
す。ディフェンスは、ボールが空中
にあるうちに移動しなければいけま
せん。移動はサイド・ステツプです

で きません.そ こで、 トラツプを仕
掛ける場面をチームで決めてお くと

3‑2の ときと同じように、 1、

いいで しょう。例えば図 7の ような

が入るようにプラグしますっ特に 1、
2の 選手は、ハイポス トのポジシヨ
ンをオフェンスにとられない よう、

14

形です。4が ボールマ ンにブ レッシ
ャーをかけます。1、 2、 3が パス

3、

2、

4の 選手は、制限区域内に両足

○
″′
′
︐
′
′

O①

○

○

・

Ａ巌
プラグとい う原則があると、正確 な
位置 に ロー テ ン ヨンがで きます。
また図12の ように、ボールがウイン
グにあ り、 ローポス トにオフェンス
がいる場合 は、3は ポ ス トプレーヤ
ーのサ ィ ド・ハ イで、オフェンスの
前に付かなければいけません。 これ
は、ブロックされ コーナーにボール
が渡った際 に、移動で きな くなるの
を避けるためです。それで も 3が ブ
ロ ックされた場合、1が コーナーに
チ ェックにいって ください。
●ウイングから逆サイ ドにパスが
出たとき

(図 13)

2が直接チ ェックにい くのでは間
に合わないので、4が まずチ ェック
きっちリプラグしてください。

に寄る選手は、体を大 きく見せてハ
ンズアップ、ハーキー・ステツプを

にい きます。その後、2に 受け渡 し
を行ない、 ローポス トをプラグしま

●ボールがウイングにあるとき (図 10)
視線 をボールか ら切 らないように

行なって ください。

しなが ら、ボールが空中にある間に
移動 します。ボールに対 しチ ェック

(口 )ボ

す。 5も それに合 わせ移動 します c
これは、2‑3を 組む場合、1、 2
の選手は身長力平氏い場合が多いので、

ールがコーナーにあるとき (図 11)
ローテ ー シ ョンは図の通 りです。

2に ローポス トをプラグさせず、相
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○▲

′

′
′
′
′
′
′

○

′
′

スコースに立つのではな く、少 し内
側にポジションをとるのが コツです。

●コーナーにボールが入ったときの
ダブルチーム (図 1つ
3、 1で ダブルチームにい きます。
2、 4が パスカットを狙い、5が ゴ
ールキーパーとなって制限区域を守
ります。

他のポジションも行ない
それぞれの難しさを知る
次上力ヽ
↓

3‑2 (1‑2‑2)と

2‑3の 基本的な動 きです。図解す

ンができていなかったのか という点
も一 日で分か り、修正点が明確 に分
かるのです。
常 にボールマ ンとボックスを守 る
とい うことになるので、必然的にイ
ンサイ ドにはボールが入 りにくくな
ります。当然、多 くの時間、ボール
はアウ トサ イ ドにあることにな りま
す。 ゴール下の レイアップが最 も確
率が高 い ン ヨツ トなわけですか ら、
アウ トサイ ドにボールがあるとい う
ことは、危険度の低い区域にボール
があるとい うことです。
つ まり、 これは、ディフェンスが
効いているとい うことを示す わけで
す。 オフェ ンスは、確率で い えば、

手のポストプレーヤー に ミスマ ッチ
をつかれるのを防 ぐためのローテー

れば分かるように、ボールマ ンにプ
レッシャー をかけ、残 りの 4人 でボ

ンヨンです。 ローテーション後のポ

ックスを守るとい うことが原則です。

ジションは(図 14)の ようにな ります。

ローテーションも単純明快 で、難 し
いことは まった くないのです。 しか

●ローポス ト・ダブルチーム (図 15)
3は 、ローポス トでは、サイド・
ハ イでデ ィフェンス します。 5は 、
ベースライン側を抜かれないように
ディフェンスし、ダブルチームにい

し、 この基本ができているの と、い
ないのとでは大違いです。基本がで

ですか ら、ゾー ン・ディフェンスを、
両チームともに疲れてきた、試合の
後半な どで使 うと、効果があるわけ
です。
ローテーションが完壁にで きるよ

入ったとき (図 10
C)コ ーナーにボールが

きていれtよ オフェンスがどう動い
てこようと、どんな状況になっても
対処できるようになります。
私は、いろいろな学校でクリニッ
クを行なっていますが、指導者の方
から「ゾーンを組んでいて、こうい
う場合はどうしたらいいか」 という

3がボールマンにプレッシャーを
かけ、1、 2、 4がパスカツトを狙い
パ
ます。3‑2の ときと同じように、
スカットを狙う選手は、最初からパ

質問をよくされます。 しかし、この
プラグを守るという原則を指導する
と、質問はなくなります。また、こ
の基本があれ￨よ 誰のローテーショ

きます。ダブルチームにい く以外の
選手は、パスカットを狙います。
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最 も確率の悪 い 3ポ イン ト、 もしく
は、それに近 いアウ トサ イ ド・ ンヨ
ッ トを選択 しなければな りませ ん。

うになった場合、 さらに効果的なゾ
ーン・デ ィフェンスにするための練
習方法 として、すべての選手に全ポ
ジションを守 らせるといいで しよう。
たとえ試合では守 らないポジション
でも、他のポジンヨンのことを理解
できます。オフェンス も同 じことが
言えますが、 自分のポジションだけ

￨か 経験 ないと、そのポジション
″〕‐1:￨.か 分か りません。他人のポ
‐
1/を 経
ることで、そのポ
l´

1サ

の111:し'ヨいところ、易 しいと
´ ′ヽ ヽ ‐
・
,か り力 りま ケ̲
￨う

′ ￨の 」
場合、11の 選手は、下の

￨ン

￨1/中

は、ホデ ィー・コ ンタク ト
｀
1か )土 うことをイ
本験として知

￨',1'￨
:, !「

かできます。一 方、上の選手

ケ41‐

1‐

うに見えても、実は安全で

:1午 い lfい う状況 もあ ります.そ ん
￨lit̀1・

.ち

[ ′
,1)、

体験 として理解で きるよう
人のポ ジンヨンの重みを知

,￢ かできるわけです。 ローテー
, かて
,き るようになった後、ハ
ll./1ヽ 1人 、 ローポス ト2人 、ア
￨￨lrlヽ に 5人 のオフェ ンスを配

.サ

置￨

.、

ぜひ全員にすべ てのポジシ

に‑4経 ￨￨,tさ せてあげて ください。

バスケットの基本、
本質を
いかに選手に伝えるか
ゾー ン・ディフェンスの
は少 しそれますが、 もう一度、
品か ′
1∴
1■ い うテーマ についてお話 しさ
最 ￨れ

i、

̀｀

￨￨(く ださい。例えばオフェンスの
1場

1)Gが 左サ イ ドにパ スを出 し

ri、

′
ます。その とき、 インサ イ ド
″)111「 のためにパス&ラ ンをしてス
111´

スを空けた り、右サイ ドの選手
′
(1′ ウェイ・スクリーンにい くのは
,、

/r tlで

しょう ?

それが型だか ら、決まりだか らと
い う指導方法では、選手は混乱 して
￨ まい ます し、心か らは納得で きな
いで しょう。 これは、ボールをもら
,た 選手が、1対

1を す るのに十分

な スペースを確保するために行なう
′レーなのだとい う、本質であ り基
い。
4ヽ の 部分まで教えてあげて くださ
ペ
そうすれば、デ ィフェンスが、 ス
ースの邪魔 になる部分に残 らないよ
うに、パスを出 した選手は、 どんな
動きをすればいいかを考え られるよ
うになるはずです。
オフェンスがウイングでボールを
1)ら
￨ヽ

うときなども同 じです。Iカ ツ

、Vカ ッ ト、Lカ ッ ト、様 々な カ

ク リ ニ ックを 通 じ て基 本 の大 切 さ を強 調 し て いる榎 本 氏 ︱ ソー ン ・デ
ィフ ェン スを指 導 す る上 でも 重 要 な ポ イ ント だ と いう ︵
写真 は ２００
３年 ４月号掲 載 の アキ ・ヒ ル氏 と の対 談 よ り︶

静:It k」 ￨、 ￨1短 い距離 しか走 らな
い :1い う認識があるか もしれませ
‐ ￨か ヽ ドのポジションを経験

ットがあ ります。「Lカ ットでもら
え」 と教えてもダメなのです。ボー
ルサイドカットをしようとして、入
らないcだ から、戻ってボールをも
らう。これでLカ ットが完成するわ
けです。ボールサ イドをカットでき
るのならば、まずそのラインをカッ
トすればいいのです。そこで、抑え
られて初めてLカ ットという選択肢
が浮上するのですc
デ ィフェンスでも、それと同じこ
とが言えるでしよう。現在、ワンパ
ス・デイナイという守 り方が主流 と
なっています。 しかし、これはデイ
フェンスの基本だとは思ってはいけ
ません。デ ィフェンスの基本には、
ボールライン、ボールサイドという
ものがあ ります。すべ ての攻撃 は、
ボールサイド、ボールラインから始
まるのです。
ですから、ボールラインより上の
オフェンスというのは怖 くない存在
です.デ ィフェンスは、ボールライ
ンまで下がる.こ れが基本です。オ
フェンスは、ディフェンスにつかれ、
シュー トを打てず、ぺ 不トレー トし
ようとしても、次のカバーがすでに
準備 している.こ れが、ディフェン

スの基本なのです。デイナイ・ デイ
フェ ンスの場合、 ワン・フォーのよ
うな形でオフェンスにポジシヨ/を
とられ、バ ック ドアなどを仕掛けら
れたら、ヘルプの しようがあ りませ
ん。
繰 り返 しますが、基本、基礎 、そ
して、適切な理由付けを選手に与え
ることが大切です。我 々が教えなけ
ればならないのは、型ではな く、バ
スヶットボールの本質の部分なので
す。 フォーメー ションを考える前に、
パ ス&ラ ンとスクリーンの基本を教
えて ください。デイナイを教える前
に、 まず、 ビジ ョン、ポジシ ョン、
そ してボールライ ン、ボールサイ ド
の原則 を教 えて くだ さい。 まず は、
バスケッ トボールの本質を、本気で
指導者が考えてみてはいかがで しよ
うか。
それには、 まず ご自身が コー トに
立って、やってみ ることですc必 ず
そ こか ら見えて くるものがあ ります。
それを指導者 自身が実体験でつかめ
ここは、こう伝 えたほうが選手
には伝わるとい う術 を見つ け出せ る

￨よ

はずです。
(取材 ・構成/水 野光博)
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