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世界基準を日常に 



技術・戦術 - 大会全体 -  

「全員攻撃・全員守備」 
「攻守の一体化」 

コンパクト、コレクティブで 
連動した守備 

「隙を突かれない守備」 

コレクティブで連動した攻撃 
 

「一瞬の隙を突く攻撃」 

守備 攻撃 

Intensity（Playの強度）＆Quality 

 
攻守の一体化 

素早い切り換え 

質の高い“個”が不可欠 

世界のサッカーの潮流 



Intensity＆Quality 

世界基準 

トレンド ⇒ スタンダード 



世界のサッカーと 

 日本のサッカーの差は何・・・？ 



世界のサッカーと 

 日本のサッカーの差異 

攻撃 

スピード 

    守備 

激しさ（球際） 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

・厳しく、激しい守備 

本気で奪う 



・間合いの詰め方 
・身体を寄せる･つける･離れない 

・予測…ボール保持者の状況 

 ・アプローチの速さ･距離 

・スプリント 

・奪うチャンスを作る。逃さない。 

・決断…奪いきる 

世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

激しさ（球際）を可能にする要素 



積極的に奪いに行く日常         

厳しく、激しい守備 

Less Time/Less Spaceを意識 

世界基準に近づくために 

●ミスしても何も起こらない日常から、 

    やるべきことをやらなければ、 

      ボールを失い失点する日常に変える 



ボールを失ったら 
  ・ボールを奪い返す 
    素早く切り替える 
 
  ・ゴールを守るため 
    素早い帰陣 
    守備のスプリント 

守備の向上なくして、攻撃の進歩無し！ 

守備への要求 

世界基準に近づくために 



守備への要求 

●形で守るのではない。 

●チャレンジ（奪う）があるからカバーが必要 

●１ｓｔDF（制限）が守備の組織を決定する 

●どこが、誰が、危険か感じること 

●予測すること 

個人の守備力が、組織的な守備となる 

世界基準に近づくために 



世界のサッカーと 

 日本のサッカーの差異 

攻撃 

スピード 

    守備 

激しさ（球際） 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

パス 

何のスピード？ 



●強いパス。強く蹴る。 

●蹴った足が一歩で動く。 

●パスはタイミング良く人に出す。 

●動いてる人の足元へ強くパス。 

 

  ※ スペースへのパスはコンタクトが生まれ易くなる 

パス 

From one’s Feet to one’s Feet！ 

世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

パス 

判断 
（プレー） 

何のスピード？ 



●観る。常に観ておく（ボールの移動中） 

●状況把握（判断を変える柔軟性） 

●予測 

●決断（躊躇しない） 

 

 

判断（プレー） 

世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

パス 

判断 
（プレー） 

サポート 
 （関わり） 

何のスピード？ 



●常にパスコースになろうとする 

  ・ゴールへ向かうサポート 

  ・失わないためのサポート 

● 距離間（相手のプレス有・無 で変化） 

● タイミングが重要 

サポート（関わり） 

世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

パス 

判断 
（プレー） 

サポート 
 （関わり） 

スピーディーなサッカー 



・観て判断し実行するまでの時間を短く 

・コントロールからパスまでを素早く 

早く々々と急がせることではない 
一つ一つのプレーにかかる時間をいか短くするか 

・無駄なタッチをしない 

世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

スピードを生み出すには・・・ 

・パススピード 

・タイミング良いサポート 

ドイツ：2006年（2.8）⇒2008EURO（1.8） 
    ⇒2010年Ｗ杯（1.1） 



世界のサッカーと 

日本のサッカーの差異 

・動きながらテクニック 

スピーディーなプレーを
支えているもの 



 観ながら 素早く 正確に 

常にゴールを意識した 

動きながらのテクニック 

世界基準に近づくために 



●正確なテクニックがタイミングを生み出す 

●正確なテクニック、判断の速さ、的確なサポートが 

  リズム（規則性）を作り、攻撃の変化へと繋がる  

●ON,OFFお互いのインフォメーションが必要 

●引き出すアクションがあり、ボールが動く 

タイミング 

正確で安定したテクニックなくして良いタイミング無し 

世界基準に近づくために 



ドリブラーを育てることは必要。変化を生む。 
但し、状況判断する中でのドリブルであること。 
そしてドリブルには3つの目的があることを理解させる。 
 
①突破のドリブル…パスの選択を持ちながら 
②相手を変化させる 
③時間を作る 
状況に応じて使い分ける判断力 

ドリブル 

選択肢がある中でのドリブル突破 

世界基準に近づくために 



日常を変える！ 

意識も変える！ 



・闘える選手 
・チームのために汗をかける選手 
・勝利のために自分の全てを出せる選手 
・信頼される選手 
・失敗を恐れない 
・向上心を持っている 
 

目指す選手像 

世界で通用する選手を育てよう 

テクニカルは当たり前、その上で良い選手とは・・・？ 



Intensity（Playの強度）＆Quality 

・トレーニング・ゲーム 

重要なことは 
・ゲームと同じ強度の中で冷静に判断し 
 正確にプレー、そして闘う日常 
・日常が試合に反映される 

Intensity（Playの強度）＆Quality 

世界基準に近づくために 



  常に要求し続ける 

  ・・・負荷をかける（満足させない） 
     ・良いものは良い…更に良いもの 
     ・ダメなものはダメ 
        …理由も含めジャッジする 
 

鍛える・・・刺激を与える 

Intensity（Playの強度）＆Quality 

そしてもっと！もっと！ 

世界基準に近づくために 



メンタル 
    強み      弱み     鍛える 

U-10  素直さ 恥ずかしがり 多様な経験 

U-12 従順 

 

おとなしい 成功と失敗の経験 

U-14 集団意識 負けず嫌い不足 粘る・没頭する 

U-16 チームのために 自己主張が 不足 自らを追い込む 

U-18 安定・集団 打たれ弱い 限界に挑戦 

  強いメンタリティーは、 

    夢を追いかけ、覚悟を決めてサッカーに向かい、 

       努力している選手に宿るのではないでしょうか 



思考を停止させない 

前に進むことが重要なのではなく 
・いつ進むか（WHEN) 
・どうやって進むか（HOW) 
・どこから進むか（WHERE) 
・誰が走るべきか(WHO) 
          を考えさせ、理解させる 

例：.ゴールを目指す 

世界基準に近づくために 

自立した選手を育成するために・・・ 



日常に流されるのではなく 
 

 日々積み上げていくことが大切だ。 
 

      なぜなら、 
 

  それが来るべき未来における 
 

      一番大きな力となるからだ！ 

世界基準に近づくために 



大学 

社会人 

高体連 

少年連盟 

中体連 

Ｊクラ
ブ 

ク
ラ
ブ
連
盟 

 代表 

プロ 

ｻｯｶｰﾌｧﾐﾘｰ 

指導者 

審判 

ｻｯｶｰﾌｧﾐﾘｰ 

運営スタッフ 

サポーター 

＝日本の特徴 

日本にはいろいろな 
登山道がある。 

日本はさまざまな組織から選手が育成されている 
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各年代で、すべての選手への良い指導が必要！ 

世界基準に近づくために 



和魂洋才 

世界基準に近づくために 
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The 10th Football Conference Japan 2017 

ビッグ・インタビュー 

ビセンテ・デル・ボスケ 
(聞き手  AFC テクニカルダイレクター, アンディ・ロクスブルク) 
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The 10th Football Conference Japan 2017 

指導歴 
 

主要な監督歴： 
レアル・マドリード、ベシクタシュ、スペイン代表 

 

プレー歴： 
レアル・マドリード、CDカステリョン、コルドバCF、代表 

 

監督としてのタイトル： (マドリード) 

UEFAチャンピオンズリーグ優勝 (2) 

UEFAスーパーカップ優勝 (1) 

リーガ・エスパニョーラ優勝 (2) 

スーペルコパ・デ・エスパーニャ優勝 (1) 

インターコンチネンタルカップ優勝 (1) 

FIFA ワールドカップ優勝 2010 

コンフェデレーションズカップ2009 – 3位 

EURO 2012 

 

プレーヤーとしてのタイトル： (レアル・マドリード) 

リーガ・エスパニョーラ優勝 (5) 

コパ・デル・レイ優勝 (4) 

ビセンテ・デル・ボスケ 
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The 10th Football Conference Japan 2017 

●育成指導者として大切なこと 

 

・F00TBALLを教える前に、 

 人としてを教えることが大切 

 

・トレーニングが楽しいこと 

 これはプロである大人に対して 

              も同じである。 

 

・寛容であること 
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元UEFAテクニカルダイレクター 
アンディ・ロクスブルク 2017.1．9 広島にて 

 『 日本の育成の方向性は間違っていない。 

    他国をただコピーするのではなく、 

           自国のサッカーを創りだすこと。 

そして、それを信じて継続することこそ一番重要である。 

そうすればスペインのようになれる。 


