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1. サッカーについて
　サッカーは世界で最も人気のあるス
ポーツのひとつで、11 人対 11 人で行
なうゴール型のスポーツである。アソ
シエーション（式）フットボールとも呼
ばれることから、フットボールと呼称
することもある。その勝敗は、90 分間
の試合時間内に相手チームより多く得
点することで決する。それぞれのチー
ムには、ゴールキーパー（GK）、ディ
フェンダー（DF）、ミッドフィールダー

（MF）、フォワード（FW）と呼ばれる
ポジションがある。DFはセンターバッ
ク（CB）とサイドバック（SB）に、MF
はセントラルMF（CMF）とサイドMF

（SMF）にそれぞれ分けられる。ペナル
ティエリア内に限りボールを手で扱え
るGKを除いた他のフィールドプレー
ヤーは、ボールを手で触れることはで
きず、脚、胸や頭などでボールをコン
トロールしなければならない。サッ
カーの試合の戦況は大きく 2 つの場面
に分けられる。相手チームがボールを
保持している守備の場面と自チームが

ボールを保持している攻撃の場面であ
る。守備の場面では、守備チームの選
手は、攻撃チームが保持しているボー
ルを取るまたは守備チームのゴールに
向かって攻撃の選手がシュートを打つ
のを防ぐために、個々の選手または複
数の選手が動く。攻撃の場面では、攻
撃のチームは、守備チームにボールを
取られないように保持しながら、得点
の機会をうかがう。その際に、攻撃の
選手は、守備選手に邪魔をされない場
所に動く。どちらの場面でも個々の選
手が独断で動くのではなく、監督があ
るプレーモデル（各選手が共有するべ
きプレー選択の基準）をもち、それに
基づいた練習を処方し、各選手が試合
のなかでチームの約束事に基づいて状
況を判断しながら動く。
　サッカーに関する研究は古くから行
なわれており、様々な手法で戦術・パ
フォーマンスが定量されている。例
えば、映像からパスや枠内シュートの
本数などの個別のプレーの頻度、攻
撃の種類や得点の有無との関連から

アプローチする記述分析（notational 
analysis）や、選手の移動距離を定量
するTime-motion分析が用いられてい
る。近年では、スポーツデータを扱う
企業があり、独自に試合の分析を行な
い、スポーツ観戦者等に戦況を分かり
やすく提供している（STATS社、デー
タスタジアム社など）。2014 年のワー
ルドカップでドイツが優勝した要因の
ひとつには、選手がボールを保持して
いる時間などを分析し、そこから基準
となるプレーを設定し、そのプレーを
目指したことが挙げられている。この
ように、データの分析およびその活用
が、サッカーのパフォーマンスに寄与
している。そこで本項では、これまで
に報告されているサッカーの戦術・パ
フォーマンスに関する科学的な知見
と、我々が取り組んでいる事例を紹介
するとともに、今後、スポーツ科学が、
サッカーのパフォーマンスの向上にど
のように貢献するかについて述べる。
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2. サッカーの戦術・パフォーマン
ス分析に関する研究の変遷と現状

　記述分析は、目的に応じて分析する
項目を決めて、チームやプレーヤー
のパフォーマンスを記録し、その結
果を目的とする観点から定量的に処
理する手法である。簡単に言うと、

“ゲーム分析”である。また、選手の移
動パフォーマンスを分析する手法は、
Time-motion分析と呼ばれている。こ
れまでは、実際のピッチの縮図上に選
手の動きを線で書き込み、その軌跡か
ら移動距離を算出していたが、近年、
センサー技術が発達したことにより、
選手の位置座標が比較的容易に取得で
きるようになった。そのため、試合や
練習時における選手の移動パフォー
マンスを記録するプロチームが増え
てきた。また、国際サッカー評議会

（IFAB）は、コーチングや戦術目的な
どのためであれば、選手に小型のセン
サーを装着できるようにルール改正を
行なった。図 1 に、映像やセンサーを
用いて位置座標を計測するシステムを
示す。映像を用いて選手を追跡するト
ラッキングシステム、スタジアムなど
にアンテナを設置して選手に装着した
センサーを自動で追跡するローカルポ
ジショニングシステム、衛星を使って
選手の位置を記録するグローバルポジ
ショニングシステム（GPS）がある。い
ずれも図に示しているような選手の移
動軌跡が得られる。また、トラッキン
グシステムとローカルポジショニング
システムを統合し、ボールと選手との
位置座標を同時に記録するシステムも
ある。ローカルポジショニングシステ
ムの精度は、50 cm未満であるといわ
れている。今後、センサー技術はさら
に精度が高くなり、安価なものが開発
されることが予想でき、Time-motion
分析による戦術・パフォーマンス分析

が多くのサッカーの指導実践現場で取
り入れられ、選手のパフォーマンスを
評価するために活用されるだろう。こ
こでは、記述分析、Time-motion分析
を用いて得られた先行知見をまとめ
る。

記述分析を用いた
戦術・ゲームパフォーマンス
　サッカーは、主に脚でボールをコン
トロールするため、ボールを運ぶ（ド
リブル）、受ける（トラップ）、蹴る（パ
ス、シュート）技術が優れている選手
が優秀な選手である。これらの技術は、

ジュニア期からよくトレーニングされ
ている。1 試合当たり 440 ～ 450 本の
パスが行なわれており、勝ちチームの
パスの本数は負けチームよりも多い

（17）。我々は、相手ゴールを向いて
トラップする技術（Orientated control 
play、OCP）に着目し、勝敗との関連
からその出現率を比較した。大学サッ
カー選手の公式戦およびトレーニン
グマッチ 19 試合の映像からOCPの回
数を数え、ボールを受けるすべてのプ
レー回数に対するOCPの割合を算出し
た。その結果、OCPの出現率は、負け
試合よりも勝ち試合で高かった（図 2 ）

図 1　選手の位置座標を計測するシステム

トラッキングシステム
（e.g. Tracab）

ローカルポジショニング
システム

（e.g. ZXY Sports tracking）

グローバル
ポジショニング

システム

選手の移動軌跡

ボールと選手の座標データを統合するシステム
（トラッキングシステムとローカルポジショニングシステムの統合）
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（13）。また、勝ち試合のOCPの出現率
は、枠内シュートの本数と中程度の相
関関係が認められた。以上のような知
見は、サッカーに必要な基礎技術が、
試合の勝敗と関連することを示唆する
ものである。
　映像を用いて選手の位置などから得
点に関連する攻撃を分析した研究で
は、Reep＆Benjamin（23）が、サッカー
コートの長辺を 4 等分し、相手チーム
からボールを取った位置と得点との関
連を調べた結果、試合で記録される全
得点のうち 50％が、相手ゴールに最
も近い区域から始まった攻撃であるこ
とを示している。また、得点時の攻撃
と守備選手の位置関係を調べたHarris 
＆Reilly（12）は、ボールがゴール内に
シュートされた場面ではボールを保持
している選手から守備の選手が離れて
いたことを明らかにしている。1 ゴー
ル当たりのシュート数は、ゴールに近
いほど少なく、得点する確率は、シュー
トを打つ選手からゴールまでの距離、
シュートを打つ選手とゴールの位置が
なす角度、そしてシュートを打つ選手
から守備選手までの距離によって決ま
る（20）。得点するときの選手の動きに
着目した研究では、得点場面で最も多
く行なわれている動きは直線的な移動
である（10）。以上のような知見は、サッ
カーで得点する（失点しない）ためのプ
レーを考える上で基礎的な情報となり
うる。
　サッカーでは、1 試合の中で得点と
なる攻撃は総攻撃数の約 1％である

（11）ため、サンプル数を確保すること
が難しくなる。そこで、得点圏（Score 
box）にボールが到達した攻撃を、得
点の機会を増やすための有効な攻撃

（Score-box possession）の指標とした
研究がある（28,29）。彼らはノルウェー
のプロサッカーリーグを対象に、多重

図 2　Orientated control playの出現率が勝敗に与える影響（13）

ロジスティック回帰分析を用いて攻撃
の種類（速攻と遅攻）や相手守備の状
況との関連からScore-box possession
が達成される攻撃を明らかにした。そ
の結果、そのような攻撃は、相手の守
備の状況が整っていない速攻であるこ
とを示している。また、遅攻は、相手
の守備の状況が整っているときでは
Score-box possessionになりにくいこ
とも示している。この研究は、Score-
box possessionに関する分析を行なう
際には、攻撃の種類や相手の守備の状
況を考慮する必要があることを示唆し
ている。

Time-motion分析を用いた
戦術・ゲームパフォーマンス
　サッカーの移動パターンは間欠的で
あり、主に高速度での短時間の移動
と、時間が長い低速度での移動が繰り
返される。試合時の総移動距離は 10
～ 13 kmで、高速度以上での移動距離
が 1～3 kmといわれている（19）。特に、
高速度以上での移動距離に着目した研
究が多い（1）。ここでは、試合におけ
るTime-motion分析について、競技水
準、ポジション、試合の勝敗、フォー
メーション、試合の重要度（チャンピ
オンシップの出場や降格のかかる試

合）の観点から得られている先行知見
をまとめる。ただし、Time-motion分
析では、速度帯域別に移動距離を算出
するが、先行研究間でその速度帯域の
定義が異なる。そのため、ここでは
特に断りがない限り、“High-intensity 

（speed） running”という用語が用いら
れている先行知見を述べるときに、“高
速度での移動”と表記する。したがっ
て、詳細な速度帯域の定義は、それぞ
れの研究を参照されたい。
　まず、競技水準との関連からみた移
動距離ついて、Mohrら（19）は、トッ
プクラスのサッカー選手における試合
時の高速度での移動距離が、平均的な
サッカー選手のそれよりも多かったこ
とを示している。また、順位が異なる
チームとの対戦が移動距離に与える影
響について、イタリアのセリエAにお
ける上位チームと下位チームで、総移
動距離および高速度での移動距離（≧
14 km/h）を比較したRampininiら（22）
が、守備時の移動距離は上位チームの
ほうが下位チームよりも少ないが、攻
撃時にボールを保持した選手の高速度
での移動距離は、上位チームのほうが
下位チームよりも多いことを示してい
る。また、あるチームが、上位チーム
と対戦した場合と下位チームと対戦し
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た場合を比較すると、総移動距離およ
び高速度での移動距離は、上位チーム
と対戦したときのほうが下位チームと
の対戦よりも多かった。しかしながら、
高速度での移動距離の差は 100 m未満
であり、その差はわずかである（21）。
また、試合の重要度（チャンピオンシッ
プの出場や降格のかかる試合）との関
連からみた試合時の移動パフォーマン
スは、その他の試合と有意な違いがな
い（2）。
　ポジションとの関連からみた移動
距離に関する研究では、先行研究間
で概ね一致した見解が得られている

（3,8,21）。総移動距離は、CMFおよび
SMFが他のポジションと比較して多
い。また、高速度での移動距離は、SB
およびSMFが他のポジションよりも
多く、CBおよびCMFの選手が他のポ
ジションと比較して少ない傾向にあ
る。イングランドのプレミアリーグを
対象に、試合内容との関連からポジ
ション別のTime-motion分析を行なっ
たBradley＆Noakes（2）は、3 点差以上
で勝つ試合ではCBの高速度での移動
距離は、1 点差以内の試合または 3 点
差以上での負け試合よりも少ない一方
で、FWのそれは勝ち試合で多いこと
を示している。また、ドイツのブンデ
スリーガを対象に、勝敗との関連から
ポジション別の移動距離の比較を行
なった研究では、総移動距離はCBで
負け試合が引き分けより多く、FWお
よびSMFでは勝ち試合が負け試合より
も多い。また、17 km/h以上での移動
距離は、CBやSBでは負け試合が勝ち
試合および引き分けよりも多くなるの
に対して、FWやSMFでは勝ち試合で
多くなる（7）。
　フォーメーション（ 4 - 4 - 2、4 - 3 - 3、
4 - 5 - 1 ）との関連から総移動距離およ
び高速度での移動距離（≧14.4 km/h）

を比較したBradleyら（1）は、試合全体
で移動距離を分析した場合に、フォー
メーションの違いによる影響は認め
られなかったが、攻撃時のvery high-
intensity running（≧19.8 km/h）での
移動距離は、4 - 5 - 1 のフォーメーショ
ンよりも 4 - 4 - 2 および 4 - 3 - 3 のそれ
のほうが多かったことを明らかにして
いる。また、彼らはフォーメーション
によってDFやFWの総移動距離（DF：
4 - 4 - 2＞4 - 3 - 3、4 - 5 - 1）お よ び 高 速
度 以 上 で の 移 動 距 離（FW：4 - 3 - 3＞
4 - 4 - 2、4 - 5 - 1）が違うことも示してい
る。つまり、試合全体でTime-motion
分析を行なう場合にはフォーメーショ
ンの違いが移動距離に与える影響は少
ないが、ポジションと攻守の場面との
関連から分析する際にはフォーメー
ションの影響を受ける可能性を示して
いる。
　高速度での移動距離は、攻撃の種類
によって異なる可能性がある。そこ
で我々は、攻撃の種類による高速度
での移動距離の違いを明らかにする
ために、先行研究の定義（28,29）にな
らい、すべての攻撃の場面について、
攻撃の種類（速攻と遅攻）、相手チー
ムの守備の状況、攻撃の結果（Score-
box possessionとそれ以外）に基づい
て攻撃を分類し、高速度での移動距
離を攻撃間で比較した（図 3 ）。その結
果、相手の守備の状況および攻撃の種
類にかかわらず、高速度での移動距離
は、Score-box possessionの ほ う が そ
れ以外の攻撃よりも多かった（15）。ま
た、Score-box possession時 の 高 速 度
での移動距離は、対戦チームによる違
いが認められなかった。この結果は、
対 戦 チ ー ム に か か わ ら ずScore-box 
possessionを達成するためには高速度
での移動が必要であることを示唆して
いる。さらに、興味深い事例として、

Jリーグで得点王を獲得した外国人FW
選手の高速度での移動が出現した位置
と方向を矢印で示すと、その移動は、
相手ゴール前の近くで、相手のゴール
に向かうものであった（図 4 ）（14）。そ
こ で、Score-box possessionが 達 成 さ
れた攻撃時の高速度での移動の位置と
方向を、図 5 に示す。図からも確認で
きるように、守備チームが不安定な状
況のときに速攻を行なうと、高速度で
の移動の方向は、Score boxに向かっ
ている。以上のような知見は、試合時
の高速度での移動距離を定量的に評価
するだけでなく、その移動の位置や方
向を定性的にも評価することが重要で
あることを示している。つまり、たと
えその移動距離が同じであっても、得
点できる可能性のある動きか否かと
いった“動きの質”を評価することにつ
ながる。

図 3　攻撃の種類と守備の状況との関連
からみたScore-box possessionにおける
高速度での移動距離の比較（15）

□ Score-box possession以外の攻撃　　■ Score-box possession

守備不安定 守備安定
速攻

守備不安定 守備安定

遅攻
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組織的な戦術・パフォーマンスの分析
　サッカーはチームスポーツであり、
各選手のパフォーマンスがチームとし
て機能しているか否かが重要である。
サッカーにおける選手間の“連携”、相
手選手との“駆け引き”、および“試合
の流れ”に関する研究が、選手の位置
座標から数理的なアプローチでなされ
ている。それは、選手間または選手と
ゴールとの間の距離や位置関係（角度
など）から、時間との関連で規則性が
あるか否かについて調べられている

（9,16,30）。これらの先行知見では、攻
撃チームの選手同士の連携や守備選手
との駆け引きは、ある規則性に基づい
て行なわれていることを示している。
このことは、一見複雑にみえるプレー
中の選手間の連携や駆け引き、そして
ボールとの関連は、あるルールに従っ
て行なわれていることを示唆してい
る。選手間の距離や位置関係を経時的
に表すことで、攻撃の選手と守備の選
手の駆け引きの勝負が決する時点を特
定することができる。それによって、
実際の試合の中で駆け引きの勝負が決
するときの攻撃と守備の選手の動きの
特徴を知ることができる。また、攻撃
の選手同士がなす角度の変化から、パ
スがつながりやすい選手間の位置関係
を明らかにすることができる。サッ
カーでは、ボールを保持している選手
を頂点にした三角形をなす位置に、他
の選手がポジションをとることが重要
であるといわれていることから、選手
同士のなす角度を明らかにし、ボール
と守備選手との関連からそのような位
置関係が取れているかを評価できる。
　また、選手の位置、速度、加速度の
情報から、ある選手がピッチ内で占有
している領域（ボロノイ図、優勢領域）
を算出し、各チームの勢力範囲を評価
する手法がある。Reinら（24）は、ボー

ルを保持している選手がパスを出した
ときと、そのパスを別の攻撃の選手が
受けたときのピッチ内の攻撃チームの
占有面積を、ボロノイ図を用いて算出
した。そして、パスを受けた地点の占
有面積からパスが出された地点の占有
面積の差を求めた結果、ピッチの中盤
から相手ゴールに近いエリアへボール
がパスされたときに、その面積の差が
大きくなることを報告している。これ
は、チームが占有している領域の変化
が、攻撃チームの勢力範囲の状況を
表すことを示している。サッカーで
は、攻撃の選手は、守備が分散的な領
域（スペースが広く開いているところ）
を狙って動くことが求められる。その
とき、選手が個々にそのスペースに向
かって動くだけでなく、複数の選手が
連携し合って、組織的な守備を分散さ
せる。例えば、ある攻撃の選手がデコ
イラン（おとりの動き）と呼ばれる動き
で守備選手を引き付け、守備選手が動
いてできたスペースに別の攻撃の選手
が移動して、ボールを受けるという連

携がある。このような場面を、選手の
移動速度と加速度運動モデルを用い
て、“ある選手が誰よりも早く到達で
きる領域（優勢領域）”を表現すること
ができる（27）。つまり、ある時点で選
手がどこのスペースまで行くことがで
きるのかを表すことができる。そこ
で、各選手がコート内のどこを占有し
ているのかを視認できるツールを作成
した（26）。図 6 に、サッカーのトレー

図 4　J 1 リーグで得点王の経験がある外
国人FW選手の高速度での移動が行なわれ
た位置とその向き（14）

図 5　Score-box possession時の高速度での移動の位置とその方向（15）

攻撃
方向

守備不安定時

速
攻
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ニングでよく用いられるオフザボール
の 2 対 2 のオーガナイズで、パサーが
攻撃の選手にパスをしたときの攻撃と
守備の選手の優勢領域を映像に重ねた
ものである。この場面は、パサーが攻
撃の選手にパスをするときに、1 人の
攻撃の選手が守備選手の間を走り抜け
て、守備選手の背後でボールを受けよ
うとしたものである。図のグラフから
も確認できるように、パスが出る前後
で攻撃チームの優勢領域の占有する割
合が大きくなっている。実際には走り
抜けた攻撃の選手の動きに守備選手が
つられて、もう 1 人の攻撃の選手との
距離が遠くなり、その攻撃の選手へパ
スが容易に通った。このように、選手
間の動きの連携と優勢領域が占有する
場所を明らかにすることで、有効な攻
撃を評価する手法になる可能性があ
る。

3. サッカーのパフォーマンス分析
に関する研究の現場への応用

　選手は、試合で高いパフォーマンス
を発揮するためにトレーニングを行な
う。トレーニングを行なうと、パフォー
マンスの向上が期待できる一方で、疲
労によるパフォーマンスの低下も起こ
る可能性がある。そのため、プロチー
ムでは、心拍計やGPSなどを取り入れ、
選手の練習およびトレーニングの負荷
を日々モニタリングしている。現場で
は、得られたデータのフィードバック
方法について、コーチが悩んでいるこ
とをよく耳にする。ここでは、試合、
トレーニングの負荷をモニタリングす
ることで、選手やチームのパフォーマ
ンスを向上させる可能性について述べ
る。

試合時のTime-motion分析の
フィードバック
　試合時の移動距離を毎試合測定し、
量的なデータをフィードバックするだ
けでは、選手の移動パフォーマンスを
改善させるのは不十分である。それは、
サッカーでは、周りの選手やボールの
動きが刻々と変化するなかで、各選手
が“いつ”、“どこで”、“どのように”移
動したかが重要だからである。そこで
我々は、高速度での移動に着目して、
その移動がピッチのどこで、どの方向
に向かっていたのかを図示し、選手に
フィードバックした（14）。図 7 に、大
学生FW選手のシーズン序盤のリーグ

戦とシーズン終盤のリーグ戦における
高速度での移動の位置とその方向を示
す。図からも確認できるように、この
選手の高速度での移動は、シーズン
序盤では相手ゴールから遠い位置で、
ゴールから離れるような動きであった
が、シーズン終盤になると、図 4 に示
すプロサッカー選手の移動に類似した
動きに変化した。試合時の高速度での
移動距離は、シーズン前半と後半でほ
とんど違いがなかったので、このFW
選手の動きは、得点する可能性が高い
位置で高速度での移動ができるように
なったと考えられる。実際に、この選
手は、前期よりも後期のほうが多く得

図 6　優勢領域を視認するツール（上図）と優勢領域の変化（下図）（26を改変）

<オフザボールの 2 対 2 のオーガナイズ> <各選手の優勢領域を重ねた映像>
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Passer 1 Passer 2

OF 1OF 2

DF 2 DF 1
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点した。当然ながら、この選手の移動
の変化は、日々のトレーニングによる
影響もあるが、試合時の高速度での移
動の位置と方向のフィードバックに
よって、選手に移動の位置と方向を意
識させることができたはずである。た
だし、この図には、“いつ”の要素が入っ
ていないため、選手へのフィードバッ
クは、試合の映像とデータを照らし合
わせ、選手と対話しながら行なった。

トレーニングにおける
負荷のモニタリング
　試合で高いパフォーマンスを発揮す
るために、適切なトレーニングを行な
う必要がある。スポーツにおける練
習やトレーニングの負荷は、内的負
荷（e.g. 心拍数、主観的努力度）および
外的負荷（e.g. 移動距離、速度、加速
度）に分けられる（5）。Castagnaら（6）
は、プレシーズン時に心拍数に基づい
て算出したトレーニング負荷が高い選
手ほど、サッカーに関連した間欠的持
久力の改善が大きいことを明らかにし
ている。また、我々は、プレシーズン
における練習やトレーニング時の高速
度での移動距離が多い選手ほど、全身
の除脂肪量の変化率が大きいことを
示した（図 8 ）（25）。さらに、練習やト
レーニング時の高速度（≧14.4 km/h）
での移動距離と傷害との関連を調べた
Maloneら（18）は、高速度での移動距離
が多い選手ほど傷害のリスクが減るこ
とや、1 週間の高速度での移動距離が
大きく変化する選手は傷害のリスクが
高くなることを示している。以上のこ
とから、毎日のトレーニングの負荷は、
サッカーに必要なフィジカル能力の改
善や、傷害の発生に影響することを示
唆している。コーチは、選手に処方す
る練習およびトレーニングプログラム
により外的負荷を調整することができ

る一方で、そのトレーニングに対する
選手の生理応答である内的負荷は調整
できない。したがって、コーチの意図
した負荷が、選手に適切な負荷になれ
ば、試合で高いパフォーマンスを発揮
できるようになるはずである。興味深
い先行知見として、オランダのトップ
レベルのユース選手とそのコーチを対
象に、コーチが処方するトレーニング
の主観的な運動強度と、選手が行なっ
たトレーニングの主観的運動強度をそ
れぞれ 6 ～ 20 のスケールで評価した
結果、選手が評価したスコアとコーチ
のそれとの相関関係は弱かったことが

示されている（4）。このことは、エリー
ト選手を指導するコーチが意図して処
方した負荷が、必ずしも選手に与えら
れていない可能性を示唆している。つ
まり、コーチやスタッフが、心拍計や
GPSを用いて選手の与えられた負荷を
モニタリングし、客観的に負荷を把握
することが重要である。それによって
試合で高いパフォーマンスを発揮でき
る状態や傷害を予防するトレーニング
処方の計画につながるだろう。

4. 今後の展望
　先述のように、記述分析、Time-

図 7　大学生FW選手における試合時の高速度での移動の位置と
方向のシーズン変化（14）

図 8　プレシーズンにおけるトレーニング時の高速度帯での移動距離と
全身の除脂肪量の変化率との関係（25を改変）
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motion分析、選手間の連携や駆け引き
の評価によって、サッカーのパフォー
マンスを評価することが可能である。
試合やトレーニングでのデータから、
選手のパフォーマンスの変化も予測可
能である。したがって、現場で選手お
よびチームの戦術・パフォーマンスに
関連したデータを取り続けることは重
要である。今後、センサー技術のさら
なる発達により選手またはチームのパ
フォーマンスを容易に取得できるよう
になり、記述分析で行なわれる作業

（トラップをするときの身体の向き、
シュートを打つ位置、パスの本数など）
が容易に定量できるようになるだろ
う。
　サッカーでは、監督がプレーモデル
を示し、選手にそのプレーモデルを理
解させるためにトレーニングを行な
う。試合では、選手がそれに基づいて
プレーをする。したがって、サッカー
のチームには各選手がプレーの判断
基準となるルールをもっており、それ
に基づいて選手が連携しているかを評
価することは重要である。数理的アプ
ローチによって、選手の“駆け引き”や
選手間の“連携”を評価できる可能性が
あることから、選手のパフォーマンス
を評価するだけでなく、監督のプレー
モデルの達成度を評価できると考えら
れる。つまり、あるプレーモデルに基
づいたチーム、選手のパフォーマンス
が良い方向へ向かっているのか否かを
客観的に示すことができるようになる
だろう。こうした評価は、現場のスタッ
フや選手のためのデータだけでなく、
強化部（ゼネラルマネージャーなど）
が、選手や監督を評価するときに役立
つと考えられる。また、育成年代から
一貫して選手のデータを取得すること
で、そのデータからその選手が活躍で
きそうなチームを選択することが可能

になるかもしれない。
　一方で、現場で取得したデータを分
析する人材が不足しているという問題
がある。機器を所有し、データを記録
していても、それを分析し、そのデー
タを活かすことができる人材がいな
い。今後は、監督・コーチにトレーニ
ングや試合に活かすようなアドバイス
ができるサッカー専門のデータサイエ
ンティストを育成することが必要であ
る。◆
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