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緒　言

ラクロスとは，男子は10人で行い，網のついたス

ティック （クロス） を用いてゴム製のボールをシュー

トし，互いに得点を競い合うゴール型のスポーツであ

る．

ラクロスに関する研究は，体力・トレーニングに関

する研究 （飯田ほか，1999；谷所ほか，2003・2005），

傷害に関する研究（馬渕ほか，2005；植田と入江，

2007），キャッチとパス動作のバイオメカニクス的分

析に関する研究 （丸山ほか，1997；白木ほか，2003），

不安と緊張に関する心理学的研究 （大野と田島，

2004），大学女子チームのマネジメントに関する研究

（倉地と池田，1997；横山ほか，2009），栄養に関する

研究 （益田ほか，2008） がある．指導に関する研究で

は，ソフトラクロスの体育授業への導入方法を提起し

た研究 （齋藤と下永田，2004） があるが，ラクロスの技

術・戦術，指導に関する研究はほとんどされていない

のが現状である．

国内で出版されているラクロスの書籍では，日本ラ

クロス協会 （1994・2011） は，女子を対象とした指導

書やルールブックを出版している．

田中 （2006） は，ラクロスの各技法を詳細に紹介し

ている．大久保 （2012） は，試合の各局面における攻

撃と守備の技術・戦術について説明している．

海外においては，ラクロスの技術や戦術に関する書

籍が比較的多く出版されている。（David. U, 1988；

Marry. B R, 2007；Carl R, 2009）．その中でもDavid 

and Neil （2006） は，ラクロスの試合での様々場面で用

いられる技術や戦術を詳細に述べている．

しかし，これらの文献は，各技術・戦術が並列的に

羅列されているのみで，技術と戦術の関係や各戦術の

発展性など述べられておらず，構造化されているとは

いえない．

以上の様に，ラクロスに関する国内外の文献を検討

した結果，ラクロスの技術・戦術構造は未だ確立され

ておらず，研究の余地があると考えた．

学習者の技能レベルや技術習得の発展段階に合致し

た指導を行うためには，技術・戦術構造を明らかにす

る必要がある （井芹，1991；進藤，2003；竹田，2010）．

そこで本研究の目的は，筆者の考える男子ラクロス

の技術・戦術構造を提起することである．

研究方法

国内外で出版されている書籍の中でラクロスの技

術・戦術について詳しく記述されている先行研究（田

中，2006；大久保，2012；David and Neil，2006） の検討

に基づき，筆者独自の技術・戦術構造を提起する．そ

の際，「個別技術と集団戦術の相互関連」1）「攻撃戦術

と守備戦術の相互作用」2）の視点により構造化を試み

る．

結　果

筆者が独自に構想したラクロスの技術 3）・戦術 4）の

構造を図 1に示す．

筆者は，ラクロスの技術・戦術構造を「個人技法」5）

「集団戦術」「個人戦術」の 3つに大別し，それぞれに

攻撃と守備を位置づけた．

「個人技法」のうち「個人攻撃技法」には，「スロー」，

「キャッチ」，ボールを安定させるためにクロスを揺す

る動作の「クレードル」，地面に転がったボールを掬

う動作の「スクープ」を位置づけた．「個人守備技法」

には，「スタンス」「フットワーク」「プッシュ」「ホー

ルド」「チェック」「クロスアップ」を位置づけた．ラ

クロスにおける基本的な技法を位置づけ，これらを土

台とし、集団戦術の中で用いられる際に，「個人戦術」

へと発展していくものと捉えた．

「集団攻撃戦術」では，「個人の突破」「2人のコン

ビネーションを用いた攻撃」「ポジションチェンジを

用いた攻撃」「全体で協働した攻撃」の 4段階を位置

づけた．「集団守備戦術」には，「個人の守備」「コン

ビネーションを用いた守備」「場所を守る守備」「全体
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ングディフェンス」を位置づけた．ここでの「個人守

備戦術」には，「個人の守備」の段階で位置づけた

「ポジショニング」「カット」の他に，「スライド」「イ

ンターセプト」を位置づけた．「スライド」とは，「敵

の突破に対し，他のディフェンスがカバーすること」

であり （大久保，2012，p.138），「インターセプト」は，

「相手チームのパスをカットすること」である （大久

保，2012，p.138）．また，「ポジショニング」と「カッ

ト」においても，「個人の守備」の段階に行われてい

たものから，守備者 1人が抜かれた時にカバーしやす

いように，意図的に味方の守備者がいる方向に向かわ

せる「ポジショニング」や「カット」を行うなど，味

方と連携した動作となり，質的に高まる．

このように守備が強化され「個人の突破」では相手

守備を崩すことができなくなると （図中矢印③），攻

撃側はもう一人の味方と協力して「2人のコンビネー

ションを用いた攻撃」の段階を行うこととなる（図中

矢印④）．この段階での「集団攻撃戦術」として「パ

ス&カット」「カット&フィル」「ピック&ロール」

を位置づけた．「パス&カット」とは，ボールを持っ

た選手がパスをし （パス），フリーなスペースへ走り

（カット），再度ボールを受けてシュートする戦術であ

る （田中，2006，p.87）．「カット&フィル」とは，ボー

ルを持たない選手がボールを持った選手からパスを受

けるためにフリーなスペースに走り （カット），ボー

ルを持たない選手がカットしたことよってできたス

ペースを使って （フィル） シュートを狙う戦術である

（田中，2006，pp.86-87）．「ピック&ロール」とは，攻

撃者をマークする守備者に対し，他の攻撃者が守備者

で協働した守備」の 4段階とした．各段階は攻撃と守

備の相互作用によって，「質的発展」が促されると捉

えた．

それぞれの発展段階について述べる．集団攻撃戦術

の最初の段階として「個人の突破」を位置づけた．こ

こでは個人の力で相手守備を突破する段階であり，集

団戦術として「アイソレーション」を位置づけた．

「アイソレーション」とは，個人の力で守備を突破し，

シュートする戦術である．この段階における「個人攻

撃戦術」には「シュート」「ダッジ」を位置づけた．

「ダッジ」とはフェイントをかけて相手ディフェンス

を抜く動作である （大久保，2012，p.139）．

「個人の突破」に対し，守備は「個人の守備」を用

いる （図中矢印①）．ここでは個人の守備で，ゴール

を防ぐ段階である．「集団守備戦術」として，攻撃者

1人に対して守備者が 1人で守備を行う「マンツーマ

ンディフェンス」を位置づけた．ここでの「個人守備

戦術」として，「ポジショニング」「カット」を位置づ

けた．「ポジショニング」とは，自分のマークする相

手がボールを持たない場合，「ボール・相手・自分の

3点を結んだ線が三角形を描く」ように守備をするこ

とである （日本ラクロス協会，1994，p.95）．守備にお

ける「カット」とは，攻撃の「個人の突破」に対して，

その方向を限定することである （大久保，2012，p.76）．

攻撃側の「個人の突破」が守備を上回り，「個人の

守備」では攻撃を防げない場合，守備は「コンビネー

ションを用いた守備」で対応する （図中矢印②）．こ

の段階の「集団守備戦術」として，1対 1で攻撃者に

突破された時に，他の守備者が守りに行く「カバーリ
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図 1　ラクロスの技術・戦術構造
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ポジションを変えて，シュートを狙う戦術である

（David and Neil，2006，pp.82-83）．「インバート」と

は，ミッドフィルダーの選手がゴール裏にポジション

を変えて，「個人の突破」を行う戦術である（David 

and Neil，2006，p.88）．どの戦術もボールを持った選

手，またはボールを持っていない選手がポジション

チェンジを行って得点を狙う．この段階の「個人攻撃

戦術」には，前段階の「シュート」「ダッジ」「パス」

「カット」に加え，「ポジションチェンジ」を位置づけ

た．「ポジションチェンジ」とは，攻撃側の選手がポ

ジションを変えることである．また，他の「個人攻撃

戦術」に関しても，ポジションを変える動きや，守備

の選手の位置を意識する動作となり，前段階より質的

に高まる．

次に「ポジションチェンジを用いた攻撃」が「ゾー

ンディフェンス」 の守備を上回ると （図中矢印⑨），守

備側は「全体で協働した守備」へと発展する（図中矢

印⑩）．ここでの「集団守備戦術」として，「マンツー

マン・ゾーンディフェンス」と「エキストラマンダウ

ンディフェンス」の 2つを位置づけた．「マンツーマ

ン・ゾーンディフェンス」は，「カバーリングディフェ

ンス」と「ゾーンディフェンス」を併用し，ボール所

持者に対しては「個人の守備」が行われ，その他の守

備者はカバーや攻撃側のスペースを埋めるような守備

である．「エキストラマンダウンディフェンス」は，

守備の反則により，人数不利で守るものである．その

場合も全体で協働して守らなくてはいけないため，こ

の段階に位置づけた．この段階の「個人守備戦術」

は，前段階の「ポジショニング」「カット」「スライド」

「インターセプト」「マークの受け渡し」に加え，「マ

ンツーマンとゾーンの使い分け」を位置づけた．「マ

ンツーマンとゾーンの使い分け」とは，攻撃側の動き

に合わせ，人を守る守備と場所を守る守備を個人が使

い分けることである．また，「場所を守る守備」と比

較すると，人を守る守備と場所を守る守備を併用し，

味方と連携を図りながら守備を変更していく．そのた

め，攻撃側の戦術を確認しながら，味方と連携を図る

ため「ポジショニング」「カット」「スライド」「イン

ターセプト」「マークの受け渡し」に関しても質的に

高まる．

「全体で協働した守備」によって「ポジションチェ

ンジを用いた攻撃」 が防がれると （図中矢印⑪），攻撃

側は「全体で協働した攻撃」へと発展する（図中矢印

⑫）．ここでの「集団攻撃戦術」としては，「モーショ

ンオフェンス」「ブレイク （速攻）」「エキストラマン

の横に立ち，壁となって進路を防ぐものである．ま

た，ピックのために動いた選手が最初にいた場所にス

ペースができ，シュートチャンスを作ることのできる

戦術でもある （田中，2006，p.87）．ここでの「個人攻

撃戦術」には，「個人の突破」の段階の「シュート」

「ダッジ」に加え，「パス」「カット」を位置づけた．

「カット」とは，「ディフェンスを引き離すテクニッ

ク」とされ （大久保，2012，p.138），ゴール前のフ

リーなスペースに走りこむことである．前段階で位置

づけたシュートやダッジに関しても，「個人の突破」

の段階のものから，パス方向やダッジを仕掛ける方向

など味方の動きと連携した動作となり，前段階のもの

から質的に高まる．

攻撃側の「2人のコンビネーションを用いた攻撃」

を「コンビネーションを用いた守備」で防げなくなる

と （図中矢印⑤），守備は「場所を守る守備」へと発

展する （図中矢印⑥）．この段階の「集団守備戦術」

として，「ゾーンディフェンス」を位置づけた．「ゾー

ンディフェンス」は，人ではなく，決められた場所を

守る守備である．それによって攻撃側がコンビネー

ションによってフリーなスペースを作りだしても対応

することができる．ここでの「個人守備戦術」には，

前段階の「ポジショニング」「カット」「スライド」

「インターセプト」に加え，「マークの受け渡し」を位

置づけた．「マークの受け渡し」とは，攻撃者の移動

に対してマークする相手を変えることである．前段階

に位置づけている「個人守備戦術」に関しても，「場

所を守る守備」では，1人 1人が守る場所を決められ

ているため，隊形を崩さないよう「ポジショニング」

を取り，自分たちの意図する方向に「カット」を行

う．また，カットした方向に対する「スライド」とそ

れに伴って「インターセプト」を行うといったように

陣形を維持したままでこれらの動作を行うこととな

り，質的に高まる．

「ゾーンディフェンス」によって「2人のコンビネー

ションを用いた攻撃」が防がれると （図中矢印⑦），

攻撃はポジションを変動させて守備側を混乱させる

「ポジションチェンジを用いた攻撃」で対応する（図

中矢印⑧）．この段階での「集団攻撃戦術」として，

「フィード&カット」「サーキュレーション」「イン

バート」を位置づけた．「フィード&カット」とは，

ゴール裏からのボールに対してカットしてくる選手に

パスをしてシュートする戦術である（David and Neil, 

2006，pp.72-73）．「サーキュレーション」とは，「個

人の突破」に合わせて，ゴール前や後ろにいる選手が
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が，攻撃側の得点行動に対する反撃行動である．その後攻

撃戦術は防御戦術が反撃行動へ移行することによって，必

然的に質的発展を引き起こす．さらに攻撃戦術の発展が防

御戦術の発展を促す」と述べている （久世，1988）．

 3） マイネルは，技術を「ある一定のスポーツの課題をもっと

もよく解決するために，実践のなかで発生し，検証された

仕方」と述べている （マイネル，1981）．

 4） 内山は，戦術を「ゲームにおける技術的手段の応用ないし

競技スポーツにおける競争のための一定の手続き，形態，

方法及び手段の応用を目的とする『理論』とゲームの個々

の局面での敵の行動やチームの隊形及び技術水準などの条

件次第で個人的なものにも集団的なものにも成り得ること

から，プレイヤーの勝利を得るための目的に適った『行

動』」の 2つの観点から捉え，「『スポーツ競争の指揮に関

する理論』と規定し，その内容を『スポーツにおける競争

の指揮の形態，可能性，手段及び方法』」と述べている

（内山，2007）．

 5） 近藤は，技法を「複数の客観的な個別技術によって構成さ

れるひとまとまりの総体的運動形態」と規定している （近

藤，2012）．
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アップオフェンス」を位置づけた．「モーションオ

フェンス」は，状況に応じて攻撃側の全員が行う「集

団攻撃戦術」を選択し，全体が共有してそのための動

きを行い，攻撃を展開するものである （David and Neil, 

2006，pp.79-80）．また，守備時にボールを奪取し，人

数有利で攻撃を展開する「ブレイク （速攻）」，守備側

の反則によって人数有利で攻めることができる「エキ

ストラマンアップオフェンス」をこの段階に位置づけ

た．この段階の「個人攻撃戦術」には，前段階の

「シュート」「ダッジ」「パス」「カット」「ポジション

チェンジ」に加え，「各戦術の動き」を位置づけた．

「各戦術の動き」とは，状況や戦術に対応した個人の

動きである．また，他の「個人攻撃戦術」に関して

も，全員が行う戦術を共有し，個人の役割を把握して

動かなくてはならない．また、質的に高まった守備を

崩すためにはパス動作の速さが求められる。これらの

ことから戦術を理解した上での技術や状況を踏まえた

動作となり，質的に高まる．

このように，現代ラクロスでは，攻撃側は速いパス

回しやポジションチェンジによってできた守備のズレ

を利用して個人の突破やそれに合わせて全体が動く

「全体で協働した攻撃」を行い，守備側は，個人での

守備を基本とし，守備を突破された場合は全体でカ

バーし合う「全体で協働した守備」を展開している

（図中矢印⑬）．

まとめ

筆者は，先行研究（田中，2006；大久保，2012；

David and Neil, 2006） の検討に基づき，男子ラクロス

の技術・戦術構造を「個人技法」「集団戦術」「個人戦

術」の 3つに大別し，その内容について提起した．

「集団戦術」においては攻撃と守備の発展段階を位置

づけ，攻守の相互作用によって質的に発展していくも

のと捉えた．「集団戦術」の質的発展に対応するよう

に「個人戦術」を位置づけ，「個人戦術」も質的に発展

するものとし，ラクロスの技術・戦術を構造化した．

今後の課題としては，この技術・戦術構造に基づき

対象者に応じた指導理論を展開することである．

注

 1） デーブラーは「技術レベルは戦術的措置の選択と作用とに

充分に影響を及ぼしている」と述べ、技術と戦術は相互に

関連していることを述べている （デーブラー，1985）．

 2） 久世は「球技における諸種目の戦術を最初に特質づけるの


