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特集 ラグビーの科学

ラグビー15人制パフォーマンス分析：主に防御構造

佐々木　康1），中島　正太2），山本　　巧3），古田　仁志4）

古川　拓生5），大村　武則2），岩渕　健輔2），薫田　真広2）

1．緒言：日本ラグビーとパフォーマンス分析

2015年9月19日午後（日本時間20日午前3時），ラグ
ビー日本代表（以下JPN）はラグビーワールドカップ（以
下RWC）で南アに勝利した．南アはワールドカップ優
勝2回を誇る強豪国である．過去RWCで優勝したチー
ムはニュージーランド（3回），オーストラリア（2回），
イングランド（1回）そして南ア（2回）の4ユニオンだ
けである．対するJPNはランキング13位であった．ラ
グビーの競技特性は体重制限等のない無差別級集団格闘
球技というものであろうか．身体接触が認められるシニ
アラグビーにおけるタックル衝撃度は約2,000ニュート
ン（約200 kg重程）だが代表同士が戦うテストマッチ
ではより大きな衝撃局面で選手はゲーム中10～20回程
のタックルを敢行し更に数10回のブレークダウン（密
集戦）に身を投じる．2007RWCではフランスチーム主
将がニュージーランドに38回のタックルを敢行し続け
たという報告もある．
（https://www.youtube.com/watch?v=rGXpBzV1xUk）．
その衝撃度は体格差により更に大きくなる．JPNと南

アではフォワードバックスとも身長5 cm，体重5 kg以
上の差がある（フォワード；JPN=187.3 cm，109 kg：
南ア＝192.3 cm，114.8 kg，バックス；JPN＝177.4 cm，
88.8 kg：南ア＝184.2 cm，93.5 kg）．ちなみに2015RWC

最大選手は197 cm，145 kgのフランス選手であった．
こうした体格差を埋めるためにJPNは運動量とスキル
精度向上と並行し体重増を図るという課題に取り組む．
運動量とスキル精度を評価するなら，例えば防御準備体
制として15人全員が立位である（倒れてもすぐに立ち
上がり全員で防御態勢を組む）時間が相手チームと比較
して長いか？そして倒れてから立ち上がるまでの時間が
何秒以内か？（JPN設定時間は伏せる）といった実践指
標を用いたりもする．競技規則ではタックルは相手を倒
した（膝が着地する）か否かが定義であるが，チームサ
イドではタックルして立ち上がるまでがタックルという
操作的定義を用いるなどして選手の意識向上を図る場合
がある．また攻撃時において相手防御人員に対して数的
優位な整備をどれだけ継続し得たかという指標もある．
走力の捉え方はGPSデータにより単に走行距離・加速
度だけでなく，試合後半70分以降（終了まで10分）の
ハイインテシティ（例えば時速20 km速度等）ランニン
グ頻度等も可能であろう．評価は選手を鼓舞しハードト
レーニングに向き合う覚悟を導きかつポジティブな視角
で信頼関係を構築するツールかもしれない．後半20分
で走り勝つ（上記の評価項目で判断）課題として，この
時間帯でのパフォ－マンス発揮・比較に重点を置く等も
考えられる．ただしGPSについてはその精度およびグ
ランド環境の問題，あるいは戦略上，走行距離の相対比
較が難しいという議論は常にある．

筆者らは1999年・平尾JPNのテクニカルスタッフと
してRWCに帯同した．筆者から平尾監督に提案した
SWOT分析のフレームは当時のJPNで初めての導入で
あったが，新しい情報刺激を積極的に実践の場で握る

『腕力』と，代表チームに展開する柔軟な『脚力』の持
ち主であった（表1）．SWOTは経営学の視点であり，
チームビルドの目標設定や個人の自己評価等に用いる．
質的評価だけでなく量的評価のアプローチも試行されて
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いる（Shinno,�2004）．現場での活用展開は常に接点が進
化する．パフォーマンス分析は次なる段階を予測しつつ
改善可能な提案までを射程とすることが求められる．弱
味や脅威を強味と機会に転換する視点である．ネガティ
ブ情報提供だけで信頼関係は構築できない．2015RWC
ではJPNの弱味とされる体格差を運動量での優位性で
克服するまで，『親に見せることができない』といわれ
た過酷なプログラムを蓄積して勝ち得た結果なのかもし
れない．

1999以降，加えて防御分析を実践研究テーマの一つ
として継続している．体格差を強いられる厳しいテスト
マッチでは防御が重要と考えることによる．1995年ラ
グビーが事実上プロ化し，強豪国（tier�1:ニュージーラ
ンド，オーストラリア，南ア，アルゼンチン，アイルラ
ンド，ウエールズ，フランス，スコットランド，イタリ
ア，イングランド）中心のマッチメイクと世界ランキン
グ争いへの死のロードに立たされ続けるtier�2にJPNは
ある．体格差だけでなくゲーム構造もよりダイナミック
な方向に変化し続ける現代ラグビーのパフォーマンスを
主に防御の視角から筆者らの研究少例をみてゆく．

2．本論：防御構造への視点

表2は現代ラグビーのプレー構造を時系列で整理した

ものである．インプレー時間，パス，コンタクト・ブレ
イクダウン（ラックモール）は増長し，キック，スクラム，
ラインアウト，ペナルティは減少している．ボールが動
くダイナミックな局面を増やす競技規則の変更状況が理
解できるであろう．しかしながら第7回ワールドカップ
までにおいてトライ数が減少している傾向（7.6（2003）
⇒6.8（2007）⇒6.1（2011）⇒5.8（2015）：予選プール
40試合）をみると，ゲームは動いているもののトライ
数の上昇には帰結し得てないという事実がある．この事
実は拮抗したゲームにおける防御能力の向上とも解釈
できるかもしれない．様々なパフォーマンスプロファイ
ル研究は実践フィールドにおける課題解決に共通した
知見を提起するためにある（O’Donogue,�2005：James,�
Mellalieu,�&�Jones,�2005）．そこにはチーム戦略に基づ
くパフォ－マンス評価が必要である．例えば2015にお
いてはキックを制限した局面が多かったが，2016では
キックの有効活用からの攻防の脱構造化（アンストラク
チュア）という戦術変更が行われ，チームとゲーム，そ
して防御行動評価の視点は当然，異なる．

Table 1. Frame of SWOT analysis

Strength:チーム/選手の強味 Opportunity:強味の具体的局面：機会
Weakness:チーム/選手の弱味 Threat:弱味の具体的局面：脅威

Table 2. Play structures in RWC1999-2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 95>2015
Ball�In�Play1） 35% 39% 42% 44% 44% 44% 26%↑
Passes 201 229 241 224 262 282 40%↑
Rucks/Mauls3） 94 129 136 144 162 178 90%↑
Kicks 59 52 52 56 41 39 34%↓
Scrums 23 22 21 19 17 13 44%↓
Lineouts 37 31 33 31 24 26 29%↓
Penalties/FKS 26 29 24 19 21 22 15%↓
1）プレー時間；44%は約35分．3）相手を含めて複数人数が接触
して混在している状況．

Figure 1. Start of a possession that leads to a try in Rugby World Cup 2011 comparing 2007 （Sasaki, 2013）
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図1はトライの起点がグランド上のどの地点から開始
されたかをRWC2007とRWC2011で比較したデータで
ある．敵陣10 mからトライライン，すなわち敵陣エリ
アから開始されてトライに至ったケースは63%から54%
と約10%減少しているのに対し，敵陣10 mから自陣ゴー
ルまでの自陣エリア付近から開始されたトライは37%
から46%と上昇している．後者はゴールまで遠い距離
でのトライである．この難局からのトライ比率が55％
と比較的高いのはニュージーランド（世界ランキング1
位）であるが，さらにRWC2011で評価の高かったウエー
ルズはそれを上回る58%であった．この特徴は攻撃時
においてトライ獲得までの高水準フィットネスが求めら
れることであり，その攻撃を阻止するための防御能力が
求められるということにもなる．現在の攻撃理念のひと
つは0－100 mアタックすなわちグランド上の全地点か
ら完成度の高い攻撃を敢行するダイナミックなメカニズ
ムにあり，すなわち防御システムも複雑化・高強度化す
ることになる．

防御パフォーマンスが最終得失差に影響を及ぼすかを
理解するための重回帰の実証事例をみる．過去の研究を
参考として独立変数はタックル成功率（0～100%），ミ
スタックル頻度，ターンオーバー奪取頻度，従属変数は
最終得失点差と設定したものである（Sasaki,�2005）．結
果（表3）から3つの防御要因は最終得失差に貢献する
ことが示唆された．すなわち「タックル成功率1ポイン
ト向上（例えば79%から80%）はプラス1.43ポイント」，

「ミスタックル1個はマイナス2.28ポイント」，「ターンオー
バー奪取1個はプラス9.23ポイント」，それぞれ最終得
失差に貢献する．更にターンオーバーと最終得失差には
統計的優位性も高く示され，その関与構造は興味深い．
ターンオーバー成立後からの◯秒間（JPN設定時間は伏
せる）というパフォーマンス指標も有用かもしれない．

データを視覚化してみた（図2）．グランド上にター
ンオーバー起点と終点を矢印で示し，縦軸上は上から試
合開始0分，下方に時間経過に従い最下部が試合終了時
点である．またハーフラインを得失点差ゼロとし得失点

経緯を10 m≡10ポイントとして破線で示した．この図
はアニメーション化され時間経過とともにターンオー
バー生起状況を動的に理解することができる．前半は得
失差，ターンオーバー構造いずれも拮抗しているが後
半，左方向へ攻めるYYYチームがターンオーバーを優
位に進め4点差で勝利したゲームである．

ターンオーバー構造を深耕するため防御側が複数人数
で攻撃側のボールを奪取するプレーに注目してみたい．
2人がタックルに入るいわゆるダブルタックルだけでな
く2人目はジャッカルすなわちタックル敢行者ではなく，
そこにダウンボールされたボールを拾い上げるプレー
として帰結したターンオーバーも含まれることになる．
ターンオーバーにはジャッカルやカウンターラック（腕
ではなく上体を相手にヒットさせ相手を後方に弾き出し
てボール獲得を狙うプレー）等の複雑なプレーが寄与す
る（Wheeler,�2013）．ちなみに2017年から脳振盪等の重
傷事故予防のため頭部からヒットする行為は厳しく制限
される競技規則が施行される予定である．高名なコーチ
として国際的に知られたジム・グリーンウッドは防御シ
ステムについて「あたかも一人の人間あるいはユニット
としてバランスの取れた圧力を与え続けること」と示唆
に富む指摘を述べたが（Greenwood,�2003）これは安全
なプレー志向とも結びつく．

15人制ラグビーのゲームパフォーマンスの中で15ポ
ジション中の誰が防御局面に連携機能を中心的に果たし
ているのだろうか．ポジション間の連携構造およびリー
ダーを理解するネットワーク構造である．ネットワーク
リーダーが中心に位置するアルゴリズムを用いてみる．
ネットワーク分析は社会的連携行動の理解に開発された

（Sasaki,2013:2015）．ここでは2014テストシリーズの中

Table 3. Regression equation between ‘score balance’ 
and the defence performances in 2011 Rugby World Cup 

（Sasaki, 2013）

Score�Balance�=�1.43＊TS�－�2.28＊MT�＋�9.23＊TOG�－�116.43
� S� =>（2.16）� （1.88）� （2.89）� （205.69）
� t� =>（0.66）� （-1.21）� （3.20）＊＊� （-0.56）
� R2�=0.77,��SE=221.34, �F=17.55＊＊,� ＊＊p<0.01
TS;�Tackle�success�Ratio,�MT;�Missed�Tackle,�TOG;�Turnover�
Get

Figure 2. Turn-Over gain（run  kick  ） and score 
balance （  ）in time series at one game of 2007RWC
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で拮抗した得失点差ゲーム14試合の結果をみる．マッ
プレイアウトは勝利側と非勝利側とに分けて示した．前
者の特徴的中心ポジションは，2番（フォワード1列の
中で機動的ポジション），5番（フォワード2列の中で激
しいブレークダウンワークが特に求められるポジショ
ン），6番，7番，8番（フォワード3列としてバックス
とリンクして攻防の連携が求められるポジション），10
番（ゲーム攻防戦略戦術の中心機能バックスポジショ
ン），13番（バックスの中でハードなブレイクダウンが
比較的集中するポジション）が中心に位置づけられた．
なおカッコ内は現代ラグビーにおける実践ポジション機
能として筆者らが大凡想定した説明であり，必ずしも
コーチング指導書で明確に定義づけられている説明では
ない．このように勝利側が比較的現代ラグビーの一般
的機能を説明しているのに対し，非勝利側のマップで
はそれらとはやや異なる形態が示されている．この相違
については明確な説明が難しいところで，今後の課題で
ある．無論，チームの防御戦略戦術や試合経過によって
変化は生ずるものであり解釈は簡単には出来ない．しか
しながら，こうしたマッピングは実践指導の場で有用性

を秘めていると考える．これらのポジションの中で特に
注目したいのは10番である．攻防の戦略戦術の中心的
機能を担うこのポジションが防御局面でハードワークを
強いられるとしたならば，その身体的負荷は，チーム戦
略戦術の意思決定に影響を及ぼすことになるのではない
か．現代の10番は戦略戦術の決定のみならず厳しい防
御局面においてもハードワークを強いられる能力が必要
なのだろうか．ラグビー界で常に人材難なポジションた
る所以かもしれない．今後もさらにゲームの質的量的分
析を加えてその機能に注目したいところである．

ネットワークマップでは複数ネットワーク間の類似
性・相違性についても考察される．図4では強豪6ユニ
オン毎（ユニオン名は伏せる）のレイアウトを示してみ
たが，それぞれのユニオンの戦術解釈を深耕できるかも
しれない．

3．結語

ジャパンウエイ（JPN�way）�という言葉が盛んに用い
られ2015RWCに注目が集まった．JPN戦士は「子供た

Figure 3. Multi men tackle turnover contributor’s network mapping with added lineout & scrum turnover by force-directed 
placement at 2014 Rugby Autumn International matches (1-B; Right; winners, 1-A; left; losers, Comparatively bold 
black line showed more than frequencies of multi men tackle turnover partners: L: lineout turnover, S: scrum turnover, 
Comparatively bold grey dot line showed more than frequencies of lineout / scrum turnover, 1-C; Centering resonance 
analysis (correspondence analysis) between “win” and “Lose” by the multi men tackle turnover contributor’s mapping).
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ちに将来，日本代表としてプレイしたいという希望を与
えること」ということも大切なジャパンウエイとして過
酷なトレーニングに献身した．そのパフォーマンス指標
として強調されるべきものは，南ア戦の勝利とともに
2015WC参加20国の激しい大会の中で，最も反則の少
ないチームであったことかもしれない（大会参加チーム
平均9個：JPN8個は最小数）．反則が少ないということ
は正当かつ安全なプレーを継続し続けた結果かもしれな
い．

ラグビーユニットスキル，8人同士が組み合うスクラ
ムや，競技区域から投入されたボールを2名以上で争奪
するラインアウト等は体格差が顕著に表出する．日本ラ
グビー協会ではそれぞれ技術戦略戦術開発に挑み続けて
いる（薫田,2014）.選手の発掘・育成に関しては外国籍
選手の所属組織若齢化・人員枠数の検討も避けては通れ
ない課題であろう．本稿は15人制男子ラグビー，それ
も防御構造の分析視点に限って記述したが，7人制，女
子についても分析・研究は進められ，JRFUでは出来る
限り現場に専任スタッフを帯同し実践支援の体勢を整備
している．RWC2019のその先，テクニカル・アナリス
ト人材の更なる活躍の場が拡大しているはずである．

世界に挑む選手・スタッフは常に孤高の闘いを強いら
れる．しかしそこに社会への誇りという価値観が付随さ
れるならば，その過酷な闘いから更に一歩踏み出すこと
ができるのかもしれない．現代アスリートは「孤高と誇

りのアスリート」なのである（Sasaki,�2015）．パフォー
マンス分析はこうした選手たちの極限状況での闘いをサ
ポートするという自負で挑み続けられている．

文  献

薫田真広，宮尾正彦，鷲谷浩輔，山本巧，岸川剛之，岩渕健
輔，佐々木康�（2014）�:�スクラム技術論序説.�日本ラグビー
フットボール協会，pp.1-134.

Sasaki�K,�Murakami�J,�Shimozono�H,�Furukawa�T,�Miyao�M,��
Saito�T,�Yamamoto�T,�Nakayama�M,�Hirao�S�&�Kono�I�

（2005）:�Defence�performance�analysis�of�Rugby�Union:�
The�turnover-play�structure.�Science & Football�V�243-
246．

SASAKI�K,�Yamamoto�T,�Murakami� J�（2013）�Defence�
performance�analysis� of� rugby�union� in�Rugby�World�
Cup�2011:�Network�analysis�of�the�turnover�contributors.�
Performance Analysis of Sport�IX�94－99.

Sasaki�K,�Yamamoto�T,�Ueno�Y,�Katsuta�T,�Kono�I�（2013）:�
Cognitive� societal� human�values� of� sports:�After� the�
2011�disaster�of� Japan.�Social Sciences 2（1）�1-6,�DOI:�
10.11648/j.ss.20130201.11.

Sasaki�K,�Yamamoto�T,�Ueno�Y,�Katsuta�T,�Kono�I�（2015）:�
Proud� lonely�athletes:�Using�network�centrality�analysis�
to� clarify� the� societal� values� of� sport� after� the� 2011�
disaster� in�Japan.�Advances in Social Sciences Research 
Journal�2(5)�83-92，DOI:10.14738/assrj.25.1173.

Figure 4. Multi men tackle turnover contributor’s network mapping on the world rugby top ranking unions
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