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Abstract

の到達時間」という概念を提案し，これを先行研

This article introduces several analytic concepts for
describing “maai” in football plays, which include
“prospective reaching time for the ball” and other
kinetic units such as ball holding, ball touch and foot
step. Using these concepts, an example of a pass in a
game is then examined, paying special attention to the
levels of description which drives from the
hierarchical structure of human bodily movement.

究で用いてきた基本的な分析概念（詳細は各先行
研究を参照されたい）と組み合わせた事例分析を
行うことによって，プレーの「間合い」を記述す
るには複数の記述レベルを適宜使い分けていくこ
とが重要であることを示す．

Keywords ― Soccer, Prospective Reaching Time,
Foot Step, Weighted Center, Social Interaction

2. ボールへの予測到達時間
究極的には，攻撃側と守備側のすべての選手（ボ

1. 社会的相互行為としてのサッカー

ール保持者自身も含まれる）の「時々刻々」の動

著者らはサッカーを対象とした一連の相互行為

きは「ボールへの予測到達時間2」，すなわち当該

分析（高梨・関根 2010a，高梨・関根 2010b，関

時点で自身がボールに到達するのにどの程度の時

根・高梨 2012）を通じて，サッカーの本質が，個々

間・距離が必要だと予想されるかという変数によ

の選手の身体とそこに現れた志向が味方と敵の両

ってコントロールされていると考えられる3．この

方を含む他選手にとって時々刻々に観察可能にな

変数は身体の向きや足の届く範囲，移動速度など

ることによって，これに反応する他選手の行為と

の身体的・物理的制約によって規定される．

の間に複数の行為連鎖が同時並行的に形成されて

ここで重要なことは，この時間はボール保持者

いくことにあることを強調してきた．この立場か

自身や他の敵や味方の選手が実際にボールに到達

らは，
「優れた身体運動能力の発現としての個人

してから分かる事後的なものではなく，侵略前に

技」や逆に「身体なきシステムとしてのフォーメ

分かるものでなければならない，という点である．

ーション」に関する研究は，サッカー研究の一部

従って，ボールへの予測到達時間は，現在時点か

ではあるものの，決してサッカーの本質を捉える

ら将来のボールへの到達を予測することによって

中心的な視点とはなりえないことになる1．

計算される必要があり，その点で，生態心理学で

上記の論点の中で重要なのは，自身の行為を選

発見された「物理的接触までの時間的猶予」であ

択する際の手がかりとしての他者身体の観察可能

る「タウ」
（光学的肌理の変化率）
（三嶋 2000）に

性（高梨 2012）と「時々刻々」という点であるが，

類似した概念である．
「タウ」は水面にダイブする

「時々刻々」という間合いに関する特徴は身体の
2

この数値では時間は距離とも相関する傾向にあると
思われるため，
「到達距離」と表現することも可能だが，
ここでは「時間」で統一する．
3 もちろん，実際のプレーはこれほど単純ではなく（こ
の最も単純な変数だけに基づいて全員が動き続けると，
小学校低学年に見られやすい，全員がボールだけに殺到
する「お団子」サッカーになる），ボールから遠ざかる
につれて，他の選手やスペース，ゴールなどとの距離と
いう別の変数の影響が相対的に大きくなると考えられ
るが，この点に関する体系的な記述は今後の課題とする．

運動学的構造に関する予測的認知に基づいて生ま
れる．そこで，本稿では，各選手の「時々刻々」
の変化を司る最も中心的な変数として，
「ボールへ
1

今回はサッカーに特化した議論を行うが，サッカーも
含む球技一般についての比較も今後の間合い研におい
て発表する予定である．
1
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ために急降下中のカツオドリが水面までの到達時

（Kendon, 2004，細馬 2009）における準備

間から逆算することによって翼を閉じ始めるタイ

preparation に相当），ボールタッチ（=実行

ミングを決定する際の変数として知られている．

stroke），上げた状態での停止（=保持 hold），下

もちろん，予測の際にどのような環境情報が知覚

降（=retract），着地状態（=ホームポジション）

されているかという点は異なるが，重要なのは，

のように下位区分できる．
ただし，ステップ単位には，ジェスチャー単位

各選手のプレーは常に予測的にコントロールされ

とは異なる次のような性質がある．

ているという点である．
もう 1 点重要なこととして，
「ボールへの予測到

まず，ステップにはその最中にボールタッチが

達時間」は絶対的な値が重要なのではなく，あく

生じるものと生じないものの区別がある．ボール

まで自身と他の選手（特に最も近くの敵選手）と

タッチはサッカーでは重要な身体動作であるため，

の間での相対比較が重要である．言い換えれば，

これを上記のように「実行」に相当するものと見

「ボール保持者のボールへの予測到達時間 x」＝

なすならば，ボールタッチのないステップには定

「敵選手のボールへの予測到達時間 y」を分岐点

義上「実行」はないことになる．

として，x<y の間はボール保持状態が継続可能で

次に，より重要な相違点として，手を上げたま

あるが，x>y になると敵選手がボールへの侵略を

まにすることに比べて，足を上げ続けたままにす

開始するようになると考えられる．

ることは相対的により困難であるという，身体構
造に起因する相違がある．そのため，一旦上げら

3. プレーと間合いの階層構造

れた足は原則としてすぐに着地すると考えられる．
このことから，
「保持」に相当する状態はステップ

ボールへの予測到達時間はおそらく単純に線形

については現れにくい4．

で変化するものではなく，以下のようなプレーの
性質やプレーのための身体運動の種類などに応じ

最後に，ジェスチャーにおけるホームポジショ

て階層化されていると考えられる．

ンはコミュニケーション上の意味を伝達する主要
部分にはなりにくいのに対して，ステップにおけ

3.1 ボール保持単位とその内部構造

る「着地状態」は，その瞬間に身体移動の軌跡や

サッカーではボール保持者は「1 時に 1 人」で

速度の変化が判明することが多いため，他の選手

あることが多いため，各選手の「ボール保持単位」

が自身の次の行動を決定する際の極めて重要なリ

（と選手間での「ボール移動」）を認定できる．こ

ソースになる5．

れがサッカーにおける局面の移行を記述するため

多くの瞬間において，ボールや人は止まってい

の最も分かりやすい単位である．

ないため，タッチやステップの連続から移動方向

次に，ボール保持単位は 1 回以上の「ボールタ

や速度，大きさなどの予測が可能になるが，着地

ッチ」から構成されている．そこで，ボール保持

の際の身体方向のねじりやボールタッチによるボ

単位の一つ下位の階層であるボールタッチのレベ

ール方向・スピードなどの変化が大きい（予想外

ルにおいて，非保持者の行動を 2 つのタッチの間

な）ほど，
「逆接」性の度合いは大きくなるといえ

隔である「タッチ区間」で生じた，このタッチに

る．ボール保持者のステップの順接／逆接性につ

対する反応と見なし，両者の間の行為連鎖を記述
するという方法も有効になる．

4

フェイントの一種である「振り上げた足を保持してキ
ックのタイミングを遅らせる」という重要な例外がある
が，この現象については今後改めて取り上げたい．
5 サッカーにおいては，
ボール操作やステップが会話に
おける言語に相当すると考えるならば，ボール操作やス
テップといった足の運動に伴う，姿勢変化やバランスの
保持といった上半身などの動作や視線の変化などは「パ
ラ言語」的な情報であると見なせるが，これらも他の選
手が行為選択を行う際の重要なリソースになる．

さらに下位のレベルでは，ボールタッチが伴う
か否かに関わらず，各選手の左右の足のステップ
（地面からの離陸から着地まで）を「ステップ単
位」とし，その中を，上昇（ジェスチャー単位

2
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4. 分析

いては，高梨・関根(2010b)でいわゆる「フェイン
ト」との関連で議論したが，本稿の後半では，ボ

ここでは前節までに導入した概念を適用した事

ール保持者の方が守備側選手のステップについて

例分析を行うが，その際，どの瞬間には間合いの

の観察を利用するケースを取り上げる．

階層構造のうちのどのレベルでの分析を行うのが
適当かという観点を重視する．取り上げるのは，

3.2 ボール保持者以外の選手との個人間連鎖

2007 年 10 月 6 日の J リーグ G 大阪（以下 G）

本研究はサッカーを複数選手間での社会的相互

vs 柏（R）の後半 31 分 11 秒（この時点でのスコ

行為として捉えることを目標としているため，以

アは G2－1R）の G 遠藤（G7）の右インサイドキ

上で述べた個人内での身体運動単位は記述のため

ックでのパスである（図 1 の③-36）
．

の道具であり，これを用いて，これらのさまざま
なレベルでの身体行為に対して，味方と敵の各選
手がどのような反応を示しているかという個人間
での行動連鎖を記述していくことこそが分析の焦
点になる．日常の会話において，話し手のターン
が 1 語ごとに進行するのに応じて変化する「投射
projection」
（発話の統語的形状や完了可能点，行
為タイプについての予測）
（Sacks et al., 1974）
に対して聞き手が指向を向けているのと同様に，
サッカーでも，ボール保持者以外の選手は，ボー
ル保持者の保持区間における一つ一つのタッチや
ステップごとに生み出される投射に指向して，各
自の次の行為を選択している．
サッカーにおける個人間行為連鎖として最も分
図1

かりやすいのは味方選手同士の間でのパスと守備

G7 遠藤の右インサイドパス（③-3）

選手によるボールへの侵害である．後者の守備選

4.1 ボール保持単位とポジション

手による侵害の対象（アクセス・ポイント）とし
ては，①ボール（とその保持者）自体だけでなく，

G20 が G21 からのパス①を受けようとする時

②ボール（パス・シュート）の軌跡や③ボールの

点で， G7 は既に G20 に向けて接近してきており，

到達点（パスの受け手やゴール）なども候補とな

G20 もワントラップ（タッチ 1）してすぐに G7

る（関根・高梨 2012）．このように，すべての場

にパス②-2 を送っている．G7 はパス②-2 を受け

面でのすべての行動において，予測到達時間の対

た瞬間に躊躇なく反転して（タッチ 1，2）G8 に

象はボールだけに限定されているわけではなく，

正対する向きに身体を配置し，次のキックのため

ボールへの予測到達時間がある程度大きくなると，

に右足を後方に振り上げる（準備 preparation）．

守備選手のアクセス・ポイントは他の選手やピッ

ところで，G7 遠藤は 2015 年 2 月 23 日時点ま

チ内のスペース，ゴールといったより間接的な対

でに代表キャップ数が日本歴代最多の 150 試合を

象へと移行するという階層性が想定される．

超える選手であり，パスの正確性に特徴がある．
このプレーは一見何気ない一本のパスなのだが，

「③-3」はボール保持単位③における 3 つ目のタッチ
を表す．

6
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図2

パス直前のポジショニングとパス軌跡の可能性

同じパスでも，キックの種類に応じて，守備選手からの予測到達時間が異なる．

一方でボールカットされる可能性のある危険なプ

節「アクセス・ポイント」のうちの「②ボールの

レーでもあると同時に，G 遠藤のパスの特徴がよ

軌跡」
）つもりなのではないかとも考えられる．そ

く現れたプレーでもある．

こで，このパスがなぜ成功したのかについて，分

より具体的に述べると（図 27），まず，一般に，

析のレベルを一段階下げてより微細に分析する．

右足インサイドキックでのパスは左方向にカーブ

4.2 ステップ単位レベルでの重心変化

しやすく（赤実線矢印）
，逆に右足アウトサイドや
左インサイドでのパスは右方向にカーブしやすい

ここで着目するのは，当該のパス軌跡を切ろう

（黄色点線矢印）．そのため，敵守備選手 R17 が

としている R17 のステップである（図 3）．写真 1

この位置にいる状況で G7 が G8 にパスを出す際

はキック直前のもので，G7 の右足は後方への振

には，一般的には右足アウトサイドか左インサイ

り上げ（準備）を終え，ボールに向けて振り出さ

ドを選択する方が安全であり，これは技術的にも

れつつある（実行 stroke）．このタイミングにつ

決して困難な選択肢ではない．にもかかわらず，

いて興味深いのは，R17 は既に（G7 の右足の後

ここでは，パスの軌跡が R17 により近くなる右イ

方への振り上げから）このパス軌跡を予想してそ

ンサイドでのパスが選択されている．これがこの

の方向（写真 1 では R17 の向かって左方向）へと

パスが相対的に危険性の高いものであると指摘し

サイドステップを開始しているという点と，逆に，

た理由である．さらに言えば，この位置にポジシ

まさにこのサイドステップの一部として，左足を

ョンを構えた R17 は，直前に振り返って背後の

右足の方に引き寄せようとしているため，この瞬

G8 のポジションを確認しており，少なくとも右

間には重心がボールの軌跡により近い右足の方に

インサイドでのこのパス軌跡は切ってある（3.2

乗っている，という点である．この R17 の重心は

7

写真 2 のパスの瞬間にもまだ続いている．

重心だけでなく着地時の足の向きも重要になる場合

には を用いた表記法（高梨・関根 2010b）も有効で
ある．
4
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図3

守備側選手のステップと重心

足型の横の矢印は各足の運動方向，足型のサイズは重心の大きさを表す．

キック後，これまでは予測に過ぎなかったパス

記述レベルを上げて分析する．

軌跡が実現化するため，守備選手である R17 はこ

図 4 はボールが R17 の横を通過した直後の選手

の軌跡へとアクセスするために，改めて軌跡に近

配置である．R17 の後方には守備の最終ラインと

い右足をこの軌跡に向けてリーチし始めるが（写

の間の「プライオリティの高いピッチ領域」（高

真 3），時すでに遅く，ボールは伸ばした右足のつ

梨・関根 2010b）に広大な空白地帯が生じている

ま先の少し先を通過していく（写真 4）．このよう

が，前述のように，これは R17 がボールカットに

にして，一見やや危険なプレーにも見える，敵選

トライするために前進した結果として生じたもの

手の身体の右脇（向かって左側）を右足インサイ

である．実際，
直前で G7 にパス②-2 を出した G20

ドで通すという，G7 遠藤の独特のパスはその瞬

は次にこのスペースでパスを受けるべく，侵入を

間の相手選手の重心を見極めることによって成

開始している（実際には G20 にパスは出なかっ

功裡に達成される8．

た）．

4.3 再びポジショニングレベルで
前節では，一見危険性のあるこのパスがどのよ
うな仕組みで成功したのかを，ステップレベルで
の詳細な分析を取り入れることによって確認し
たが，ここでは，なぜあえて一見危険性のあるパ
ス方法が選択されるのかという点について，再度

8 今回の着想は著者のオリジナルではなく，
TV 番組（今
回は特定できなかった）での遠藤自身へのインタビュー
の中で，「相手の足のすぐ横でも，この足の着地の瞬間
ならばパスを通せる」（正確な表現は未確認）という発
言を手がかりとして，これに相手選手の右足側であると
いう点と右足インサイドでのパスであるという点の 2
点を追加して拡張したものである．

図4

パス直後の選手配置

楕円の箇所に広大なスペースが発生．
点線の直線は守備チームの最終ライン．
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ル到達時間のぎりぎりまでボール保持を続け，こ
の守備選手を引き付ける（もしくは「食いつかせ
る」）ことによって，パスの受け手や他の味方選手
のプレー空間により大きな余裕が生みだすことに
志向しているが，同様に，パス軌跡に関しても，
G7 は R17 をこのパス軌跡にあえて飛び込ませる
ことによって，結果として R17 の背後により広大
なスペースを生み出すことに成功しているのであ
る．これがより安全な選択肢（ここでは右アウト
サイドや左インサイドでのパス）ではなく，あえ
てより危険性が高い選択肢（右インサイドでのパ
ス）を選択することの利点であるが，こうしたプ
レーを成功裡に達成するには，敵選手の重心とい
ったより微細なレベルでの観察とピッチ空間とい
うよりマクロなレベルでの観察を瞬時に統合し，
行為選択肢を決定する能力が必要になる．

5. おわりに
関根・高梨(2012)では，守備側選手がボール保
持者や他の攻撃側選手を観察することによって守
備のための「アクセスキュー」を見出しているこ
とを論じたが，今回分析したように，攻撃側選手
（ボール保持者）はこうした守備側選手の認知・
判断をさらに予測的に先取りすることによって，
相手の予測を上回ろうとする．このように，ボー
ル保持者と守備側選手の予測的認知の間にはボー
ルへの予測到達時間を核とした循環的な関係があ
る（高梨・関根 2010b）．かといって，実際のプ
レー場面では，
「巨人の星」のような無限後退（高
梨・関根 2010a）が起こるわけではなく，実時間
内で決着する．この点を解く重要な鍵の一つは重
心変化のような身体の構造的制約にあるが，同時
にこれこそがサッカーにおける「間合い」の問題
であると考えるならば，間合い研究においては相
手の身体運動を観察し予測するための認知能力の
解明が重要な研究課題となることが分かる．本稿
では，そのための基礎となる分析概念について整
理し，これを適用した分析例を示した．
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