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The Study of Fast-Break Offense System in Basketball Game 

Toshihiro OTAKA and MitsuhikO TAK~l 

Abstract 

This study investigated on the causes and the areas of leading fastbreak offenses 

and the systems of scoring phase on fast break offenses in Basketball game. 12 

games were selected from the 1986 NCAA tournament. 

The results obtained were as follows: 

l ) The winning teams attempted fast break offenses and made score using fast break 

offenses 2.3 times as often as the losing teams. 

2 ) The ratio of getting score by fast break offenses were about 800/0 on both winning 

and losing teams. 

3 ) The ratio of getting score by fast break offenses to total score was 20.90/0 on the 

winning teams. 

4 ) The intercepted pass and the acquired rebound on defense caused fast break 

offenses was many times. The ratio of the intercepted pass to the total number of 

fast break offenses was 38.40/0 and the ratio of the acquire, d rebound on defense 

was 37.30/0. 

5 ) The ratio of getting score by fast break offenses, followed by turn-overs on' 

offense (such as intercepted pass, stolen dribble), was about 850/0. 

6 ) Fast break offenses occurred most often on the free-throw lane areas. The ratio to 

the total number of fast break offenses was 42.20/0. 

7 ) The offensive system at the scoring phase of fast break offenses was the system 

such as "I on O" "2 on l" or "3 on 1". 

keywards: Basketball, game analysis, offensive system, fast break 
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得る得点）をあげることのできる最も効果的

な攻撃法の一つであり，また，ゲームで多く

展開することにより，チームの志気を強化す

ることができると同時に，ときには相手チー

ムの志気を阻喪させることがある，と述べて

いる。

　本研究の目的は，実際のゲームにおける速

攻の発生からシュートまでの一連の場面の実

態を分析し，速攻の成功率，安全性を検討し，

速攻を指導する際の資料を得ることであっ

た。

皿　方　法

　アメリカでテレビ放映され，ビデオテープ

に収録した1986年NCAAトーナメントの12

ゲームを対象にし，速攻による攻撃を私案の

記録用紙に，速攻の発生場所，発生原因，ボー

ルの移動，攻撃者の動き，を記入した。

　速攻の発生原因（ボールの所有転換原因）

は，以下の項目に分類した。

　　1．デイフェンシブ・リバウンドの獲得

　　21スロー・イン（エンド及びサイドの

　　　　アウト。オブ・バウンズ）

　　3．パスのインターセプト

　　4．　ドリブル・スティール

　　5．ルーズ・ボールの獲得

　　6．ブロック・ショット

　本研究における速攻は，新たに攻撃側とな

るチームが前述のボールの所有転換原因に

よって，ボールを所有し，ただちに攻撃に移

り，シュートを試みた時点において2対1，

3対2のように攻撃者数が防御者の数を上

回っているような場合（アウト・ナンバー）

のみとした。ただし，速攻での最初のシュー

トが失敗した場合でも，それに引き続いて試

みられるリバウンド・シュートをも含めた。

一方，速攻におけるシュート時にファールさ

れ，シュートが不成功となった攻撃は速攻か

ら除外した。

　なお，ユ986年のNCAAルールでは，国際

ルールにあるスリー・ポイント・ルールは適

用されていなかった。

皿　結果及び考察

　表1は，分析した12ゲームにおける基本攻

撃回数（相手チームの野投成功後及び自由投

の最終スロー成功後，ディフェンシブ・リバ

ウンドの獲得，ドリブル・スティール及び

ルーズボールの獲得，攻撃側の種々のバイオ

レーション，ファウル等のルール上のミス・

プレーによって得た攻撃回数），攻撃成功回

数，速攻試行回数，速攻成功回数，攻撃成功

得点，速攻成功得点，攻撃成功率（基本攻撃

回数に対する攻撃成功回数の割合），速攻試

行率

（基本攻撃回数に対する速攻試行回数の割

合），速攻成功率（速攻試行回数に対する速

攻成功回数の割合）及び速攻得点率（攻撃成

功得点に対する速攻成功得点の割合）を勝

チーム，負チームに区別して示したものであ

る。

　基本攻撃回数においては，勝チームが負

チームに比較してわずかに多いが，攻撃成功

率は勝チーム51．6％，負チーム41．6％と勝

チームの方が1．25倍の攻撃成功率を示した。

表ユ　ユ2ゲームにおける基本攻撃回数，攻撃成功

　　　回数，速攻試行回数及び速攻成功回数

勝チーム　負チーム　合計

基本攻撃回数

攻撃成功回数

速攻試行回数

速攻成功回数

攻撃成功得点

速攻成功得点

攻撃成功率

速攻試行率

速攻成功率

速攻得点率

965

498

ユ29

104

996

208

51，6

13，4

80，6

20．9

912

377

56

45

754

90

41．3

　6，1

80，4

11．9

ユ877

875

185

ユ49

ユ750・

298

　46，6

　9．8

　8015

　ユ7．O
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　攻撃成功率の1．25倍に対して，速攻試行回

数は2．30倍，速攻成功回数は2．31倍，速攻試

行率は2．孝O倍と，勝チームの方が高い値を示

した。しかし，速攻成功率においては，勝チー

ム80．6％，負チーム80．4％と両者の間には差

がみられなかった。

　表2は，ゲームの得点差別に攻撃成功率，

速攻試行率，速攻成功率及び速攻得点率を勝

チーム，負チームに区別して示したものであ

る。

　攻撃成功率，速攻試行率及び速攻得点率に

おいては，ゲームの得点差が大きくなるにし

たがって，勝チームと負チームとの問の割合

の差が大きくなる傾向であった。

　攻撃成功率は，得点差が21－25点のゲーム

においては1．49倍，26－30点差のゲームにお

いては1．60倍と，勝チームの方が高い割合を

示した。

　速攻試行率は，得点差がユ6－20点．のゲーム

においては勝チームの割合が負チームの2．42

倍，21－25点差のゲームにおいては2．50倍，

26－30点差のゲームにおいては3．74倍と，大

きな差を示した。

　速攻得点率は，得点差が16－20点あゲーム

においては勝チームの割合が負チームの2．04

倍，2ユー25点差のゲームにおいては2．29倍，

26－30点差のゲームにおいては2．40倍と，大

きな差を示した。

　一方，速攻成功率は，ゲームの得点差が大

きくなっても勝チームと負チームとの間には

差はみられなかった。

　以上の結果から，速攻の発生した時の得点

能力の差は勝チーム，負チームの間にはあま

りみられない。また，攻撃法としての速攻は

成功率の高い，すなわち安全性・確実性の高

’いということが明らかになった。

　また，得点差が小さい（ユO点差以内）のゲー

ムにおいては，速攻による攻撃は，ゲームの

得点差すなわち勝敗にはあまり影響していな

い。一方，得点差が大きい（16点差以上）の

ゲームにおいては，速攻試行率が攻撃成功率

を高いものにし，攻撃成功率の差が得点差と

なり，ゲームの勝敗に大きく影響しているこ

とが明らかになった。

　速攻の成功による大量得点は，白チームの

士気を高め，相手チームの士気を阻喪させた

ことが推察される一。

　また，西川6）の日本の大学における速攻の

実態と比較してみると，速攻試行率はユ．31倍

　（アメリカ：9．8％，日本：7．O％），速攻得

表2　ゲームの得点差における攻撃成功率，速攻試行率，速攻成功率及び

　　得点率

　　得　　　点
ユー5　　6一ユ0　　ユユー15

（1）　（2）　（2）

差

ユ6－20　　2ユー25　　26－30

（3）　（2）　（2）

勝攻撃成功率　　46．7　5ユ．5
チ　華攻試行率　　　10，7　11．7

1　速攻成功率　　　87，5　73．7

ム　速攻得点率　　　20，0　　16．7

52，9　　　　53，3　　　　49，3　　　　52．1

ユ2，8　　　12，8　　　14，0　　　17，2

77，3　　　　80，6　　　　85，7　　　　82，1

18，7　　　19，4　　　24，3　　　27．ユ

負　攻撃成功率　　　44，6　47．7

チ　速攻試行率　　　　915　　7．ユ

1　速攻成功率　　　！00，0　90．9

ム　速攻得点率　　　2ユ．2　ユ3．5

45，7　　　41，9　　　33．ユ　　　32．5

6．7　　　　5．3　　　　5．6　　　　4，6

72，7　　　75，0　　　62，5　　　85，7

10．7　　　　9，5　　　　10，6　　　　11．1

＊（）の数字はゲーム数を示す。
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点率は，L57倍（アメリカ：17．O％，日本：

10．8％）とアメリカの方が高い割合を示した。

　今回の結果は，古井5）のアメリカのコーチ

は，速攻による得点は全得点の20－30％程度

であろうと考えている，ということに一致し

た。

　表3は，速攻の発生原因別に，速攻試行回

数，’速攻成功回数，速攻試行回数率（全速攻

試行回数に対する原因別速攻試行回数の割

合），速攻成功回数率・（全速攻成功回数に対

する原因別速攻成功回数の割合）及び速攻成

功率（原因別速攻試行回数に対する原因別速

攻成功回数の割合）を示したものである。

　速攻試行回数及び速攻成功回数を速攻の発

生原因別にみると，パス・インターセプト，

ディフェンシブ。リバウンド，ルーズ・ボー

ル，ドリブル・スティール，スロー；イン，

ブロック・ショットの順であった。

　発生原因別にみた速攻成功率は，パス。イ

ンターセプト，ド・リブル。スティール，デイ

フェンシブ・リバウンド，スロー。イン，ブ

ロック・ショットの順であった。特に，パス・

インターセプト，ドリブル・スティール及び

ルーズ・ボールの攻撃側のミス・プレーが発

生原因である速攻は高い成功率を示した。

　速攻の発生原因がパス・インターセプトか

らの速攻試行回数率が高い割合を示したこと

は，パスはシュートと同じく，ボールが保持

された状態からある時間安全性に欠ける状態

になるので，ボール所有の転換の数が多く

なったためと推察される。

　ディフェンシブ・リバウンドからの速攻試

行回数率が高い割合を示したこどは，’ディ

フェ’ンスの原則である，オフェンスーディ

フェンスーゴールという位置関係による位置

的優位性のためにボール所有の機会が多くな

り，・速攻の試行の機会が多くなったためと推

察される。

　また，パス・インターセプト及びドリブ

ル・スティールの攻撃側のミス・プレーから

の速攻成功率が高い割合を示したことは，オ

フェンスとディフェンスの向きの関係，すな

わち防御側が攻撃するゴールに対して背を向

けているのか，顔を向けているのかという違

いのために，ディフェンスがパス・インター

セプトあるいはドリブル・スティールした瞬

間における身体の向き及び進行方向の違いか

ら生じる優位性のためと推察される。

　表4は，バスケットボール・コiトを図1

のように12箇所に区分し，速攻の発生場所か

らの速攻試行回数及び速攻成功回数を原因別

に示したものである。

　最も速攻の多かった場所はBの区域で，速

攻試行回数率は42．2％，速攻成功率は83．3％

と高い割合を示した。また，原因別にみると

ディフェンシブ・リバウンドによるものが多

く，Bの区域に発生した速攻試行回数に対す

る割合は75，6％であった。

　次に多かった場所はEの区域で，速攻試行

回数率はユ7．3％，速攻成功率は81．3％，原因

表3　速攻の発生原因における速攻試行回数及び速攻成功回数

速　攻

試行回数

速　攻

成功回数

　速　攻　　　速　攻

試行回数率　成功回数率　速攻成功率

パス・インターセプト

デイフェンシブ・リノ、ウンド

ルーズ・ボール

ドリブル・スティール

スローイン

ブロック・ショット

71

69

ユ8

13

9
5

61

58

13

ユ1

4
2

38，4

37．3

9．7

7．0

4．9

2．7

40，9

38．9

8．7

7．4

2．7

ユ．3

85，9

84，1

72，2

84，6

44，4

40．0
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表4　速攻の発生場所及び発生原因における速攻試合回数及び速攻成功回数

発生　パス・インターセプト

場所　　　試行　　成功

ディラェ■ンシプ・りバウンド　ルーズ・ボール　ドリプル・スティール

　　試行　　成功　　　　　試行　　成功　　　　試行　　成功

スローイン　　ブロIツク・ショット　　合　　計　　速攻試行速　攻

試行　　成功　　　試行　　成功　　　試行　　成功　　回数率　成功率

2－

59

会

1
4
工

1
53

1
0
2
1

3，8

42．ユ

4．9

4，9

17．3

8．6

4．3

5．9

3．2

1．1

2．2

1．6

57，1

83，3

55，5

66，7

81，3

81，3

75，0

90．9

100，0

50．O

lOO．O

ユOO．O

J

万

■　　　　　　、

K L

G　　l　H　l　工
　　　1　　1
一‘・丁一｝丁＾＾’

二、4、二。
、　　　　　■

A　　　　B　　　　（二

　　　　且

図ユ　速攻の発生場所の区分

別では，パス・インターセプトによるものが

多く，Eの区域に発生した速攻試行回数に対

する割合は62．5％であった。

　ついでFの区域，Hの区域に速攻が多く発

生した。

　Bの区域に速攻の発生が一番多かったこと

は，この区域内にゴールがあることにより，

ボールを扱うことが多くなり，それに伴って，

攻撃側のミス・プレーが多くなったことが考

えられる。また，速攻の発生原因としてディ

フェンシブ・リバウンドが多かったことから

明らかなように，シュートが失敗した時の大

部分がこの区域内でのリバウンド・ボールと

なり，前述したディフェンスの位置の優位性

から防御側がリバウンド・ボールを獲得する

ことが多く，そのために速攻の機会が多く

なったことが推察される。

　Eの区域，Hの区域に速攻の発生が多かっ

たことは，速攻の発生の原因として攻撃側の

ミス・プレーが多かったことから，通常攻撃

を組み立てるガードをこの区域に配置し，攻

撃の起点にすることが多く，パス，ドリブル

の使用が多くなったためと推察される。

　表5は，速攻の最終局面でのシュートの種

類と最終形態（アウト。・ナンバーの形態）に

おける速攻試行回数及び速攻成功回数を示し

たものである。

　シュートの種類は，ドリブル・シュートに

よるものが全体の約半数（43．8％）であり，

86．4％の高い成功率を示した。

　最終形聾は，1対O，一2対1，3対2の形

態が多かった。また，1対O，2対1，3対

1のように防御側の人数が少ない形態におい

て高い成功率を示した。

　速攻の最終局面においてドリブル・シュー

トが多かったことは，1対Oの最終形態に多

かったことから，ゴールにより近づくため，

そして自分に適したシュート・タイミンタを

作り易いためと推察される。

　表6は，速攻の発生の多かった区域（B，

E，F，H）からの速攻の最終形態における速

攻試行回数を示したものである。
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表5　速攻の最終局面におけるシュートの種類とアウト・ナンバ』の形態

アウト・ナンバー　　ド1）プル・シュート　ランニング・シュート

の形態　　　　　　試行　　　　成功　　　試行　　　　成功

ジャンプ・シュート　　合　　計　　速攻試行　速　攻

試行　　　　成功　　試行　　成功　　回数率　成功率

　1対0
　2対0
　2対1

　3対1

　3対2
　4対2
　4対3
合　　計

比　　率

逮攻成功率

61

3
9
3
2
2
1

81

43．8

86．4

18

1
27

4
10

1
1

62

33．5

82．3

0
0
3
8

27

2
2

42

22，7

66．7

79

4
39

15

39

5
4

185

70

3
34

13

26

2
1

149

42．7

2，2

21．1

8，！

21．1

2．7

2．2

88，6

75，0

87，2

86，7

66，7

40，0

25．O

表6　速攻の発生場所及び最終局面におけるアウト・ナンバーの形態から

　　みた速攻試行回数

発生場所　　1対0　2対0　2対1　3対1　3対2　4対2　4対3

B（78）　　！0

E（32）　　15　　　2
F（16）　　1ユ　　　ユ

H（11）　　　8　　1

16　　　6　　　37　　　5　　　4

10　　　4　　　　1

4
2

※（）の数字は速攻試行回数を示す。

　Bの区域からの速攻の最終形態は，β対2，

2対1の形態が多かった。

　このことは，Bの区域からの速攻の発生原因

は，ディフェンシブ・リバウンドによるものが

75．6％と高い割合を示したことから明らかなよ

うに，リバウンド・ボールを獲得される区域が

限定される。そのために，Carter7），Edwards8），

E・…　早・d　H…m…g），Slykhi・・10），

Tarkanian　and　Warren11），マクガイア12），

吉井5）など多くのコーチが最終形態が2対1

あるいは3対2になるような組織的な速攻法

を考案し，練習することが多いためと推察さ

れる。

　E，F及びHの区域からの速攻の最終形態

は，1対Oの形態が多かった。

　このことは，これらの区域からの速攻の発

生原因は，パス・インターセプトによるもの

が大部分であり，この種の速攻法は，多くは

そのときのプレーヤーの状態に応じて臨機応

変に作られるものであり，前述の防御側がパ

ス・インターセプトした瞬間におけるディ

フェンスとオフェンスの身体の向き及び進行

方向の違いから生じる優位性のためと推察さ

れる。

　Cousy　and　Powe．13）は，速攻を多く展開し

ようとするチームは，プレーヤーがコート上

を走り回ることによってよい防御を引出し，

そして，積極的に防御するようになり，その

結果，より多くのルーズ・ボールを獲得し，

より多くのバイオレーションを攻撃側に起こ

させ，積極的にリバウンドを獲得するように

なる，と述べている。

　また，吉井5）は，速攻は，それを練習する

ことによって，プレーヤーの敏捷性を発達さ

せ，常に次の瞬問に起こることに対して，準

備することを教えることができ，これはバス
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ケットボール・プレーヤーとしては非常にの

ぞましい資質である，と述べている。

　これら’の見解と，今回得られた結果から，

速攻を練習することによって，ディフェンシ

ブ・リバウンド，スロー・インからの最終形

態が2対1，3対2の組織的な速攻による攻

撃法を習得させるだけではなく，バスケット

ボール・プレーヤーとして望ましい資質であ

る敏捷性，プレーの予測能力を発達させるこ

とができると考えられる。そして，パスをイ

ンターセプトする能力，ドリブルをスティー

ルする能力，ルーズ・ボールを獲得する能力

を発達させ，攻撃側のミスからの最終形態が

1対O，2対1のプレーヤーの状態に応じた

臨機応変な攻撃を習得できると考えられ，速

攻の指導は重要かつ必要であるということが

示唆された。

v　要約

　1986年NCAAトーナメントにおける12

ゲームを対象に，速攻の発生原因，発生場所

及び速攻の最終形態を分析し，次のような結

果を得た。

　1）勝チームの速攻試行回数及び速攻成功

　　回数は負チームの2．3倍であった。

　2）勝チーム及び負チームの速攻成功率は

　　80％の高い成功率を示した。

　3）勝チームの速攻得点率は20．9％であっ

　　た。

　4）速攻の発生の原因は，・パス。インター

　　セプト（38．4％），ディフェンシブ・リ

　　バウンド（37．3％）によるものが多かっ

　　た。

　5）パス・インターセプト及びドリブル・

　　スティールの攻撃側のミスが原因からの

　　速攻成功率は85％であった。

　6）速攻の発生の場所は，制限区域内に多

　　く，全速攻試行回数に対する割合は

　　42．2％であった。

7）速攻の最終形態による速攻成功率は，

　1対O，2対1，3対1の形態によるも

　のが高かった。
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