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　　　　「テンポ」の観点から理解・実践する世界標準のバレーボール

　日本バレーボール学会 2012 バレーボールミーティングは、2012 年 7 月 21 日 ( 土 )、静岡県三島市にある

東レ総合研修センター・東レアローズ体育館を会場として開催されました。

　今回のテーマは、「テンポ」の観点から理解・実践する世界標準のバレーボールということで、日本バレー

ボール学会が 2012 年 4 月に改訂出版した「バレーペディア」のキーコンセプトであるテンポの概念について、

講演および実技によって解説する機会となりました。演者は、インターネット上でバレーボール技術、戦術

について最新の理論を展開している二人、渡辺寿規氏（滋賀県立成人病センター）、手川勝太朗氏（神戸市立

大原中学校）でした。午前は渡辺氏が講演を行い、午後は手川氏がオンコートレクチャーとして、東レアロー

ズ男子チームと小田原高校男子チームをモデルとして実技を行いました。

　当日は 100 名を超える参加者が集まり、熱心に演者の話に耳を傾けていました。バレーボール関係者の「テ

ンポ」に対する関心の高さが窺えました。

講演：渡辺寿規氏（滋賀県立成人病センター）　10：00 〜 12：20

司会：後藤浩史（愛知産業大学）

第 1部　ファースト・テンポは「はやい攻撃」なのか？！

＜アタックとブロックの技術の変遷＞

　アタックの目的は、得点を奪うことです。それを叶えるには、相手のブロックにどう打ち克つか？がカギ

であり、相手のブロック戦術を常に意識しながら、それに対して効果的なアタック戦術を繰り出す必要があ

ります。現在の世界標準である、組織的リード・ブロック戦術に対して効果的なアタック戦術としてもては

やされているのが、いわゆるファースト・テンポというアタック戦術です。（ファースト・テンポの動画紹介）。

　ファースト・テンポ自体は“A クイック”や“B クイック”として日本で開発され、1960 年代には個人技

術として既に確立していたアタック戦術です。ファースト・テンポとは何なのかを考える前に、世界トップ・

レベルのブロック戦術の変遷を振り返ってみましょう。1960 年代は、「アタッカー 1 人対ブロッカー 1 人」

という個人技同士で勝負する時代で、ブロックのオーバー・ネット許容のルール改正をきっかけに大型化に

成功したソ連が、コミット・ブロックを武器にトップに君臨するという、ブロック側優位の時代でした。そ

の状況を打開するべく、1970 年代に日本が生み出したのが“コンビ・バレー”でした。セッターが複数のア

タッカーを操ることで「( セッター起点の ) アタッカー 4 〜 5 人対ブロッカー 3 人」という数的優位性を作

り出すことに成功し、世界を制しました。1980 年代に入ると、リード・ブロックがアメリカで開発されました。

アタッカーではなくセットされるボールの行方に反応するブロック戦術であり、ボールを打つ 1 人のアタッ

カーに複数のブロッカーを揃えることが可能となりました。リード・ブロックが主流となり、ブロック戦術

の組織化が進むと「ブロッカー 3 人対アタッカー 1 人」という構図が生まれ、再びブロック側優位の時代が
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訪れることになったのです。

　そんな中、なぜファースト・テンポがもてはやされるよう

になったのでしょうか？それ自体は“古典的な”アタック戦

術であったはずのファースト・テンポですが、ある特徴を備

えていたがゆえに、組織的リード・ブロック戦術への対抗策

を求めていた時代のニーズに見事に合致し、世界標準のアタッ

ク戦術としてもてはやされることになりました。その特徴が

何なのか？を理解するには、リード・ブロックに効果を発揮

するスパイクがどのようなものなのか？を理解する必要があ

ります。

＜リードブロックに効果を発揮するスパイクとは＞

　リードで対応するブロッカーの動作ならびにアタッカーの動作を解析してみると、ブロッカーは①セット・

アップを確認後、②ネットに沿って移動し、③踏み切って空中でブロックを完成させます。一方、アタッカー

は助走開始後、踏み切って空中で最高点に達するタイミングでボールを打ちます。セット・アップからブロッ

クが完成するまでの時間（＝ブロック反応時間）のうち、①と②は諸条件で変動しますが、③はブロッカー

が踏み切って空中で最高点に達するまでの時間であり、これは物理学的にある一定値に決まります。一方、

アタッカーのプレー時間も、助走開始から踏み切るまでの時間は変動しますが、踏み切ってからボールをヒッ

トするまでの時間は、ブロック反応時間の③と一致します。ブロック完成のタイミングより早くボール・ヒッ

トするには、ブロッカーよりも相対的に早く踏み切り動作を行えばよいことがわかります。アタッカーがセッ

ト・アップ前に助走を開始して、セット・アップのタイミングを目安に踏み切り動作を行えば、いかなる状

況であってもブロッカーより相対的に早く踏み切ることが可能となり、「相手のブロッカーが空中で最高点に

達するタイミングより前にボール・ヒットする」ことが可能となります。リードで対応するブロッカーに効

果を発揮するスパイクを打てるかどうかは、実はアタッカーの助走動作次第で決まってしまうのです。

＜ファースト・テンポの踏み切り動作に潜む〝ある特徴〟＞

　セット・アップのタイミングを目安に行う踏み切り動作（＝狭義の【ファースト・テンポ】）は、「セッター

に合わせてアタッカーが助走する」という、セッター起点の〝コンビ・バレー〟のコンセプトでは、達成す

ることができません。アタッカーが先に助走し、それにセッターが合わせるという〝コンビ・バレー〟以前

のコンセプトに立ち返らない限り、リード・ブロックに効果を発揮する踏み切り動作は達成できないのです。

　『バレーペディア改訂版 Ver 1.2』 で提示した【ファースト・テンポ】【セカンド・テンポ】の定義は以下

のとおりです。

【ファースト・テンポ】アタッカーが先に助走動作を行い、それにセット軌道を合わせることで打たせるアタッ

ク（1960 年代の〝個人技勝負〟のコンセプト）
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【セカンド・テンポ】セット軌道に合わせてアタッカーが助走することで繰り出すアタック（1970 年代のセッ

ター起点の〝コンビ・バレー〟のコンセプト）

　初版の『バレーペディア』では、【テンポ】を「セット・アップからボール・ヒットまでの時間の長さ」と

定義したため、各【テンポ】の違いが「時間の長さ」の違いでしかない、かのような誤解を招きました。セット・

アップ後のプレー動作に要する経過時間さえ短縮できれば【ファースト・テンポ】が繰り出せる、という誤

解が蔓延し、アタッカーの個人技で相手のブロッカーと勝負するという、【ファースト・テンポ】が持つ本来

のコンセプトが忘れ去られる結果に陥ったのです。セッター起点の〝コンビ・バレー〟の意識が根強い日本

のバレー界では、セッターのトスにアタッカーが合わせる【セカンド・テンポ】のコンセプトから抜け出せず、

「セッターが上げる〝速いトス〟をアタッカーが打つ」という、いわゆる〝はやい攻撃〟のコンセプトが生ま

れました。〝１秒の壁〟〝1.1 秒〟〝0.8 秒〟という言葉に象徴されるように、セット・アップから何秒で打つ

という行為自体が〝目的化〟し、アタックの目的が何だったのか？ が忘れ去られる事態に陥ったのです。セッ

ト・アップ後のプレー動作に要する時間を短縮しようとすると、アタッカーは助走開始から踏み切るまでの

時間、すなわち、助走動作を削るしかなくなります。助走動作を削っても、リード・ブロックに効果を発揮

する踏み切り動作は達成できません。助走動作を削れば、アタッカーは全力でジャンプすることができなく

なります。そのため、助走動作を削っても自身の持ち味を最大限近く発揮できる〝特殊な能力〟を持った選

手でなければ、リード・ブロックに効果を発揮するスパイクが打てない状況に陥っています。

　また、日本の長身選手は俊敏な動作を苦手とする選手が多く、〝はやい攻撃〟のコンセプトでは、助走動作

に要する時間をうまく短縮できません。そのため、日本のバレー界では「長身選手は〝はやい攻撃〟が苦手

である」という〝神話〟が生まれ、そのせいで過去に何人もの有望な長身選手が、活躍の機会を失いました。

真実は、助走動作に時間を要するならそれに見合うだけ助走動作を開始するタイミングを早くすればいいの

であって、決して助走動作を削る必要はないのです。リード・ブロックに効果的なスパイクとは、ブロッカー

が〝速い〟と感じる攻撃のことであって、本当に必要とされる〝はやさ〟は、アタッカーにとっての〝はやさ〟

ではなく、相手のブロッカーにとっての〝はやさ〟なのです。相手のブロッカーにとっての〝はやさ〟を達

成するには、ブロッカーがセット・アップを確認してからでないと動き出せないことを逆手にとって、セッ

ト・アップ前に十分に時間をかけて助走動作を行う方が理にかなっています。狭義の【ファースト・テンポ】

で踏み切った場合、ボールをヒットするタイミン

グは通常、ブロック反応時間の途中の段階で訪れ

ます。いわゆる〝ブロックが完成する前に打つ〟

とはブロッカーが届かない高い位置からボールを

ヒットする状態を意味しており、アタッカーには、

セット・アップよりも前に十分な助走距離を確保

して全力でジャンプし、自身の最高到達点でボー

ルをヒットすることが要求されます。リード・ブ

ロックに効果を発揮するファースト・テンポを繰

り出すためにアタッカーに要求されるのは、しっ

かり助走して全力でスパイクを打つという、誰も

が達成可能な〝あたりまえ〟のプレーなのです。
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第２部　セッターに要求される条件とは？

＜レゼンデ監督がセッターに求める条件とは？＞

　ファースト・テンポは、アタッカーの持ち味を最大限に活かして相手のブロックに打ち克つという、個人

技勝負のコンセプトで繰り出すアタック戦術です。それを叶えるため、アタッカーは十分な助走距離を確保

して全力でスパイクを打ちます。アタッカーがセット軌道に合わせて助走する必要がないかわりに、セッター

が先に助走するアタッカーの最高到達点に向けて、ボールを〝正確に〟供給することが必要不可欠です。「ブ

ラジルは基礎的なものをすべて日本から学びました」と語るブラジル男子ナショナル・チームのレゼンデ監

督は、セッターに求める条件として、〝最初はとにかく正確さを求め、その正確なトスを常に平均的に上げら

れるようにします〟と述べています。この〝正確さ〟の意味を、ボールを〝ピンポイントで〟供給するイメー

ジでとらえてしまうと、セッターに非常に高度なプレーが要求されるように感じてしまいます。これが 【ダ

イレクト・デリバリー】です。（動画を見ながら）しかし、ここでセッターから放たれたボールの軌跡を見る

と、ボールは放物線軌道を描きながらスパイカーの最高到達点付近で漂っています。これが【インダイレク

ト・デリバリー】です。重力の影響を受け放物運動をするボールは、軌道の頂点付近にボールがある時には、

例えば頂点高から５cmの範囲内で0.202秒も漂います。しかし放物線軌道の頂点から落ちてきたところでボー

ルをヒットする場合には、わずか0.06秒の時間のズレで打点高が25cmも変わることになります。狭義のファー

スト・テンポで踏み切った場合、ボールの描く放物線軌道の頂点をアタッカーの最高到達点付近に一致させ

ると、アタッカーが最高到達点に達するタイミングで、ボールもその高さに到達します。ボールだけでなく

アタッカーもその高さで漂うため、その時間幅・空間幅を最大限に利用して、ボールをヒットするタイミン

グや位置を自由に変えることが可能であり、アタッカーは自身の持ち味を最大限に発揮できるのです。

＜セッターに要求される〝正確さ〟とは？＞

　ファースト・テンポにおいては、セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間はアタッカーが踏み

切り動作を行う時点で決まります。ですから、セッターがボールのスピードや軌道をどう工夫しようとも、

その時間がさらに短縮することはありません。アタッカーがしっかり助走してセット・アップのタイミング

を目安に踏み切るという、自身に課せられた役割をきちんと果たせば、セッターはアタッカーが自身の最高

到達点付近で確実にボールをヒットできるように、丁寧なセット動作に専念するだけでよいのです。ここで

セッターに要求される〝正確さ〟とは、アタッカーが持ち味を最大限に発揮できるような「お膳立て」をす

るという、セッターに本来要求されるはずの〝あたりまえ〟のプレーを意味しているに過ぎないのです。アタッ

カーが狭義のファースト・テンポで助走動作を行い、自身の最高点に達していても、アタッカーの最高到達

点より遙かに低い位置にボールが供給されてしまえば、まだ最高点に達する前の相手ブロッカーに、ワン・タッ

チを取られかねません。アタッカーの打点高を殺してしまうと、アタッカーの持ち味を活かせない上に、リー

ドで対応する相手ブロッカーの反応時間が短くなるため、相手ブロッカーにとっての〝はやさ〟が保証でき

なくなります。アタッカーの打点高が高いほど、相手ブロッカーの反応時間が長くなります。アタッカーが

自身の最高到達点付近で確実にボール・ヒットできるよう「お膳立て」すること自体が、相手ブロッカーにとっ

ては〝はやさ〟に直結するのです。
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　しかし、現在、日本のバレー界でセッターに求められているプレーは、「トスの質よりも、とにかくスピード。

（トスを）上げる人には、多少乱れてもいいから速いトスがほしいと要求してます」や、「バックアタック（の

トス）を上げる場合も、それほど高く上げずに、速いトスを上げれば、ブロッカーが散る」などのコメント

に表れているように、アタッカーが、自身に要求される「セット・アップ前に十分な助走距離を確保して全

力でジャンプする」ことを無意識のうちに放棄しているため、セッターに過剰な役割が求められ、結果的にセッ

ターに本来求められていたはずの〝あたりまえ〟のプレーが、忘れ去られてしまったのではないでしょうか？

　〝（猫田さんに）常に言われたのは「全力で跳べ」ということ。トスを見たり、高いところを見定めて助走

を開始するとワンテンポ遅れてしまう。そうではなくて、「とにかく、お前がいい時に入ってこい、それに合

わせるから」と言ってくださいました。そしてその言葉通り、きっちりトスが来たものです〟（青山信夫）。「基

礎的なものをすべて日本から学んだ」と語るレゼンデ監督が、日本のバレー界から忠実に受け継いだものは、

紛れもなくこの〝猫田魂〟そのものだったのです。

　組織的リード・ブロック戦術が世界標準となって以降、「セッターが放り上げる〝トス〟にアタッカーが合

わせて打つ」というセッター起点の【セカンド・テンポ】のコンセプトでは、ブロック側有利の構図が切り

崩せなくなりました。再びアタック側有利の構図を生み出すには、セッターが攻撃の主導権をアタッカーに

譲り、アタッカーの持ち味を最大限に活かす「お膳立て（＝〝セット〟）」に専念するという【ファースト・

テンポ】のコンセプトが、理にかなっていたのです。

＜今こそ〝トス〟から〝セット〟へ！＞

　セット動作を専門にするプレーヤーをかつて「トサー（tosser）」と呼んでいた日本のバレー界ですが、現

在では「セッター（setter）」という用語がすっかり定着しました。その一方で、「セット」という用語は浸

透せず、「〝セッター〟が〝トス〟を上げる」という、ある意味矛盾した表現が一般化してしまっています。「攻

撃の起点であり主導権を握るのはセッターである」という固定観念が幅を利かせる日本のバレー界では、ア

タッカーのための〝お膳立て〟をするという意味の「セット」という用語が、浸透しなかったのではないでしょ

うか？

〝バレーの試合は簡単に言えば、パス、トス、スパイクの順で組み立てられている。その二番目のトス、すな

わち味方の攻撃、スパイク力を十二分に発揮させるお膳だてがトスプレーであり、それを専門的に行う役目

の選手をセッターという〟。世界一のセッター・猫田氏を評する説明の中で、松平氏は今から 40 年も前に既

に〝お膳立て〟という表現を用いていたのです。

＜レゼンデ監督がセッターに求める、もう一つの条件＞

〝そして、視野を広げること。それから、手や体の動きから、絶対にトスを相手に読まれないようにすること。

自分のトスを見て、相手のブロッカーが先に待ち構えるような状況を絶対作ってはいけないのです〟

（動画を見ながら）今の３つの動画から、ブロッカーが振られるかどうかはセット・アップからボール・ヒッ

トまでの経過時間とは無関係である、という真実がおわかり頂けるかと思います。リードで対応しているは
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ずのブロッカーが、どうしてこのように見事に振られるのか？ を理解するには、リードで対応するブ

ロッカーがどのようにして、相手のセッターの出方やボールの行方に反応しているのか？ を理解して

おく必要があります。

　リードで対応する場合のブロッカーのプレー動作のように、相手の出方やボールの行方によって自

身の動き（動作や方向など）を選択する必要がある課題を「選択反応課題」と呼びます。一般に、選

択肢が多くなればなるほど、自身が適切な動きをするまでの「選択反応時間」は長くなります。トップ・

レベルのブロッカーは、自身が反応すべき選択肢を極力減らすことで、ブロック反応時間の①（セッ

トされてから動き出すまでの時間）をできるだけ短縮しているのです。

　（動画を見ながら）ディグされたボールが高く上がったため、倒れ込んでいた江畑選手含め他のアタッ

カー陣も、時間的余裕が十分にありますが、自分自身にセットされることを意識してプレーしている

アタッカーは木村沙織選手しかいません。これは、アタッカー全員が佐野選手のアンダーハンド・パ

スによるセット動作を見て、誰にセットされるのかをセット・アップ前に無意識に感じ取っているか

らです。そのアタッカーの動きや佐野選手のセット動作を観察し、トム・ローガン選手はボールがセッ

トされるよりも前に、自身が反応すべき選択肢を減らすことが可能だったのです。アンダーハンド・

パスの場合、ボールを狙った場所へ正確に供給するには、ボールに触れるよりも随分前にどこにセッ

トするかを決め、適切な自身の体勢を整える必要が生じます。そのため、セット・アップよりも随分

前に、どこにセットされるかの手がかりを与えてしまうという致命的弱点があります。一方、オーバー

ハンド・パスの場合はそういった弱点がなく、セットする瞬間ギリギリまでどこにセットするかの手

がかりを与えずに、なおかつ、ボールを狙い通りに正確に供給することが可能です。

　セッターは、自身に要求される「正確さ」を損うことなく、セット・アップの瞬間ギリギリまで、セッ

トできるアタッカーの選択肢を複数確保することが可能だからこそ、オーバーハンド・パスを用いて

セット動作を行うのです。セッターがオーバーハンド・パスを用いてセット動作を行うのはなぜか？

その理由を紐解いていけば、レゼンデ監督が要求する「手や体の動きからトスを相手に読まれないよ

うに」というセット動作が、セッターに要求される〝あたりまえ〟のプレーであるのは明らかでしょう。

＜【シンクロ攻撃】は高度なアタック戦術なのか？！＞

現在の世界標準である、組織的リード・ブロック戦術に対して最も効果的な【シンクロ攻撃】でさえ

も、アタッカーならびにセッターのプレーを一つ一つ紐解いてみれば、各自に要求される〝あたりまえ〟

のプレーを行っているに過ぎません。ですから、その本質さえ理解していれば、特別な身体能力が備わっ

ていない女子中学生であっても〝あたりまえ〟のように【シンクロ攻撃】を繰り出すことが可能です。

ましてや、身体能力に優れた選手ならば、バレーボールの経験年数が少なかろうとも、簡単に達成で

きるはずです。

　【シンクロ攻撃】に代表される、現在の世界標準のアタック戦術の本質は、セット・アップからボール・

ヒットまでの〝経過時間の短さ〟ではありません。４人のアタッカーが主導権を握って、セット・アッ

プ前にスパイクを打つ気満々で助走し、実際に誰がスパイクを打つのか、ボールを打つ瞬間までアタッ
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カーすらもわからないような〝同時多発性〟を作り出すことで、相手のブロッカーの選択反応時間を長くす

ることが本質なのです。【シンクロ攻撃】に対してブロッカーが対応できないのは、テロや天災などと同様に

〝不意打ちのように〟繰り出されるスパイクだからであり、その本質は〝速いバレー〟や〝高速バレー〟とい

う言葉で表現できるようなものではないのです。

＜質疑応答＞

Q：今説明があった、現在のバレーボールのシンク

ロ攻撃に対抗する戦術としては、サーブで攻めると

いうことが考えられると思うが、他に現時点で考え

られることは何か？

A（渡辺）：サーブで攻めるということは当然ありま

すが、次に注目すべきはブロック戦術です。昨年の

ワールドカップでは、各チームがブロック戦術につ

いて試行錯誤をしていた様子がうかがえました。近

いうちにまた新しいトレンドのようなものが出てく

るのではないかと思っています。

A（手川）：中学生と世界トップ・レベルで、同じようにシンクロ攻撃が出来ると考えていますが、一つ大き

く違うことがあります。それはセッターのセット・アップ能力です。トップ・レベルでは、ネットから離れ

たところからでもシンクロ攻撃を仕掛けられますが、中学生では攻撃できる範囲が限られてしまいます。そ

うするとやはりサーブで攻めるということが有効になると思います。対抗する戦術については、それぞれの

レベルで違ってくると思います。

　　　　オンコートレクチャー（東レアローズ体育館）1�:00 ～ 1�:00

　　　　　 “あたりまえ”の技術で実践する世界標準のバレーボール

講師　手川勝太朗氏（神戸市立大原中学校教諭）

実演　東レアローズ、神奈川県立小田原高校男子バレーボール部

司会　小川宏氏（福島大学）

１．信頼とは？

　アタッカーは自分の打ちたい場所にセッターがトスアップしてくれることを信じて入らなければなりませ

ん。そのためにはアタッカーとセッターの信頼関係を形成する必要があります。今回紹介するのはフラフー

プを使った信頼関係の難しさを確認する実験です。

　１つのフラフープを６人の両手人差し指で支え、全員の指がフラフープから離れないように下げていきま
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す。しかしながらフラフープが次第に上昇していくという現象が起きます。これは誰かの指が離れたことを

他人が頑張って修正する過程で生じることであり、そのことが結果的には全く別な方向へ向かっていくとい

うことを表しています。ただし、ここで一つ共通の認識「ビビッても上にあげない」というルールを設ける

だけで簡単にフラフープは下がっていきます。このことから理解できることは、プレーの共通認識を与え、

各自が達成可能な課題を明確にしておくことで、トラブルが発生しても自分に与えられた役割を判断してひ

たすらに遂行することができ、よい結果を生むことができるということです。今回のオンコートレクチャー

で行う世界標準のプレー自体は、非常に簡単にできるものですが、実際に指導を行うと技術の部分ではなく

チーム作りの部分で必ず躓きが出てきます。なぜなら、普段意識していない時にはあたりまえに遂行できて

いた自分の役割ですが、極限に追い込まれたときには、自分が責められないような保身の行為を個人個人が

少しずつ取ります。そのことが、全体としてちぐはぐな行動となって本来の目的が達成できなくなってしま

います。

２．ファースト・テンポの攻撃とはどのような攻撃なの？

　ファースト・テンポの踏切タイミングは、セッターがセット・アップした直後くらいに「ト、トンと」ラ

ストツーステップが行われるくらいのタイミングです。結果的にこの踏切タイミングが合えばいいのであっ

て、決して「セットされたボールが上がってから何秒」ということを意識しているのではありません。そし

てヒットはセット・アップされたボールが空中に漂っている（ほぼ止まっている）時を叩いています。この

技術は一般的な高校生でも十分にできるものです。

　クイックでは、一般的に多くの選手がセット・アップの瞬

間には踏切がほぼ完了しているマイナステンポで打っており、

それが理想形とされてきました。しかし、今回は幅が使え、しっ

かりと力強く打てる、ファースト・テンポのクイックを提言し

たいと思います。実際に世界のクイックは日本のクイックに対

して踏み切るタイミングが少し遅くなっています。この提言を

する理由は、セット・アップされたボールの漂い方の違いから

です。マイナステンポで見られる「セット・アップされたボー
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ルの上がりっぱな」を打つ場合には時間的、空間的な幅を使うことができません。場面によってテンポを使い

分けることは良いことですが、そもそものコンセプトが違うという認識を持つということが大切です。

　選手に細かい部分を教えるのは大切なことです。しかし、細かい部分を教えなくとも、コンセプトや枠組

みを与えてあげれば選手は「勝手に」進化していきます。そして進化しない選手は淘汰されていきます。

３．システム（コンセプト）

　「速いバレー」をコンセプトにしているチームで、ファース

トタッチのボールを低く、直線的にセッターに返すという指

導をしているチームがよく見られます。このような返球をし

ていると、アタッカーは助走が遅れ、ちぐはぐなバレーとな

ります。このファーストタッチの部分でつまずき、世界標準

のバレーボールをしようとしてもできないケースもあります。

　強打レシーブの多くはネット際のセッターにコントロール

して返球するように指示されているわけではなく、大半はコー

トの中に返ればいいということで指示されています。このこ

とは中学生でもトップカテゴリーでも変わりません。

　しかしセッターは、後衛からセット・アップに走りこんでネットを背にして待機することが求められてい

ます。これは強打レシーブの指示と矛盾します。ブラジルやアルゼンチンのセッターはコートの中央付近で

レシーブボールを待ち、返ってくるボールがネットに近かった場合にはネットに正対して横向きにセットし

ています。チームによるコンセプトの違いは、返球がネットに近かった時のセッターのセットの仕方で分か

ります。

　返球の目標位置は、世界標準ではアタックライン中央付近です。フリーボールでもネットからアタックラ

イン寄りに 2 ｍくらい離れた位置（アタックラインから 1 ｍくらいネット寄り）に返球しています。ミドル

ブロッカーの攻撃位置も世界と日本では異なります。日本でネットから離れた位置からクイックを打つよう

指示すると、アタッカーがネットに近づく、いわゆる「縦のＢ」のような攻撃になります。しかし世界では

後ろから助走をとり、あたかもネットから離れた位置にいるセッターの前にネットがあるかのようにアタッ

カーはジャンプし、クイックを打っています。さらにタイミングを、マイナステンポではなくセミクイック

気味のセットを打つように踏み切ることにより、力強いクイックを打つことができます。

　ブロックをつけてみても、いわゆる「縦のＢ」は、通過点が低い、タイミングが合わない場合に強打がで

きない等の理由により、ワンタッチやシャットアウトをされる可能性が高いです。離れた位置からセミ気味

に打つクイックは体重も乗り、ブロックも避けやすいです。実際の試合になればクイッカーが毎回エンドラ

インから助走を始めることは難しいため、横に開いて助走をサイドから回り込んでくるケースなども見られ、

それぞれの選手がいかにして離れたところからでも強いボールを打てるかを工夫しています。そのような選

手は 2008 年あたりから多く見られるようになってきました。

　指導するにあってはコンセプトさえ伝えることができればすぐにできるようになります。ファースト・テ

ンポのコンセプトは、誰にでもできる当たり前のプレーの組み合わせでできています。
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＜質疑応答＞

Q：返球されるボールの場所は実際にレシーブされないとわからない。一方、マイナステンポではレシーブボー

ルを見てから入ることはできない（だからファーストテンポの攻撃を行う）。この２つのことは、とてもリン

クしていると思うのだが、指導する際にはセットで教えているのか？

A：教えるというよりも、選手は勝手に進化していきます。近いところのものをコントロールすることは容易

であるが、距離が離れれば離れるほどブレが出てきます。ファースト・テンポの助走ではマイナス・テンポ

に比べてラストツーステップの所で方向等のブレを修正することができます。そのブレを修正するようなプ

レーに選手は自然と進化していきます。

４．プレー

　難しいプレーというのは、セッターとアタッカーの距離が離れたプレーであり、易しいプレーというのは

セッターとアタッカーの距離が近いプレーです。しかしながら日本ではしばしばサイドに大きく上げるプレー

が易しいと考えられている場面があります。中学生レベルであればサイドまでセット・アップされたボール

が届かない選手も存在します。そのため、何が易しくて難しいのかを正しく把握しておかないと指導の順番

を誤り、技術習得に支障をきたします。簡単なこと（短いスロット）から難しいこと（長いスロット）へと

いう段階を踏むことで、選手は自ら進化していきます。同じ長さのスロットでも後ろに上げるより前に、といっ

たように、指導者が「簡単なことから段々に」という意識を持っていれば、選手は自ら進化していくのです。

　高校生に１１（イチ・イチ：スロット１、テンポ１）のアタックを打たせるための指示で有効なのは「セミ

を打ちましょう」という指示です。アタッカーへの指示は「セッターがボールを触るまでに助走を始めましょ

う」。ジャンプは全力で跳ぶように指示をします。ブロックを付けてあげるとその効果がよく理解できます。

そしてアタックが決まることの成功体験を身に付けることができれば選手はどんどん自分たちで進化していき

ます。練習試合は練習したことが効果的に発揮でき、成功体験が実感できるような相手を選ぶことが重要です。

指導者ができることは一緒に喜び、励まし、練習の効果が実感できるような相手と練習試合を組み、自信を付

けさせることです。練習試合をしていく中で相手ブロックもファースト・テンポの攻撃に対応しようとコミッ

トしてきますが、覚えたての選手では余裕がないためにブロック対応の変化に気づけないことが多いです。そ

こで指導者は少し横に位置をずらした３１（サン・イチ：スロット３、テンポ１）等の攻撃を入れてあげるこ

とによってプレーに幅を持たせることができます。３１の攻

撃はセッターから２.５ｍ～３ｍの位置で「ふわっと」したボー

ルを打つイメージです。助走のタイミングは、セッターがボー

ルに触る瞬間でラストツーステップの手前くらいです。一人

がタイミングを身に付けることができれば、他の選手も「勝

手に」できるようになってきます。５１（ゴ・イチ：スロッ

ト５、テンポ１）の攻撃を練習する際に注意してほしいのは、

低くて速い直線的なセットになってしまった際には必ず中断

して、全体に意識すべきことを徹底することです。
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　ライト側へセットする場合、日本の指導では真後ろにセットする「バックセット」を用いることが多いで

すが、世界では体の向きをレフト方向に上げる時と同じくし、横方向にライトのセットをする「サイドセット」

の方法をとっているケースが多いです。

　Bick(back row quick) を打たせる時の指導のポイントは、後衛の選手がファーストボールを触った後、「仕

事が終わった」という意識をいかに崩せるかが重要です。

＜質疑応答＞

Q：トランジションアタックになった際、レシーブボールがネットから離れた場合のミドルブロッカーはブロッ

クからどのようにクイックに入っていくのか。

A：結論から言えばいろいろです。ブラジルのルーカス選手は相手レフト側でブロックした後は、ほぼＣクイッ

クに入っています。または、クイックに入れないことも多いです。おそらくブラジルチームのコンセプトは、

クイックの代わりとして Bick を使っているのではないでしょうか。ワンタッチ等を取って時間に比較的余裕

がある時には、明らかにパスをネット近くにし、短い助走からでもＣクイックに入れるようにしています。

相手ライト側でブロックした後は横方向に開き、そこからネットに平行に近い形で助走をし、クイックに入

ることもあります。コンセプトさえしっかりと選手に与えれば選手は自ら試行錯誤をしていきます。


