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第１章 はじめに 

 

第１節 研究背景 

第１項 日本が目標としたブラジルの強化策とブラジルの戦績 

筆者が全日本男子バレーボール監督就任後、こだわった強化策の一つはフィジカルトレ

ーニングであった。根拠として、筆者はブラジルの強化を学ぶために 2000 年に渡伯し、地

域のプロクラブチーム（以下プロクラブ）の監督やコーチから強化方針や強化方法について

学んだ経験があった。 

当時のブラジル国内におけるプロクラブの練習内容は、日本とは違い、フィジカルトレー

ニングを最重要視しており、バレーボールの技術的な練習を行う前の午前中にフィジカル

を鍛え、その後技術練習を行うシステムをとっていた。当時日本リーグに所属している企業

チームでは、午後の練習後にフィジカルトレーニングを行うチームが多かったと記憶して

いるが、著者は、ブラジルの各プロクラブにおける共通した強化方法を見て、フィジカルト

レーニングの重要性を強く感じた。 

著者は代表監督就任後これらの情報を基にフィジカル強化を重視し進めた結果、ジャン

プ力が著増した選手もおり、日本代表男子チームは 16 年ぶりのオリンピック進出を遂げた。

しかし、このような成果がでても、国内の男子バレーボール界でフィジカトレーニングが重

要視されたという実感はない。 

 ブラジル代表男子バレーボールチームの世界大会における活躍は著しい。1984年ロサン

ゼルスオリンピックで銀メダルを獲得すると、1992年バルセロナオリンピック、2004年ア

テネオリンピック、2016年リオデジャネイロオリンピックにおいては金メダルを獲得し

た。現在も世界ランキングでは1位（2017年）を維持しており、強豪国としての立場を確

立している。1992年バルセロナオリンピックと2004年のアテネオリンピック時のブラジル

チームの平均身長は、当時の日本チームと大差ないにもかかわらず、ブラジル代表男子バ

レーボールチームの金メダル獲得と日本チームのバルセロナオリンピック1992年（6位）

アテネオリンピック2004年（不出場）の差がある。 

ブラジル代表男子バレーボールチームが金メダル獲得の大きな要因として、ヨーロッパ

などと比較してブラジルは、身長や最高到達点などの高さでは劣っていたため、それを補う

スピードとパワーに加え、ミスの少ない正確な技術力を身に着けていたことが大きく影響

していると考えられる。まさに日本が目指すべきチームの一つである。 

1975 年以降のブラジルバレーボール連盟の行った改革と、強化計画は日本にとっても非

常に参考になることから、今後更に研究していく必要があると考えられる。 
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第２項 男子バレーボール世界ランキング（2017 年） 

ブラジル代表男子バレーボールチームは、表 1 が示す通り現在も世界ランキング 1 位を

維持している。 

表 1 男子バレーボールの世界ランキング 

 

 

第３項 ブラジル代表男子バレーボールチーム／オリンピック成績 

ブラジル代表男子バレーボールチームは、表 2 が示す様に 1984 年以降オリンピックにお

いて 3 度の金メダル、３度の銀メダルを獲得している。 

表 2 ブラジル男子代表チームオリンピックの成績 
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第４項 ブラジル代表男子バレーボールチーム／ワールドカップ成績 

 ブラジル代表男子バレーボールチームは、表３に示す通り、ワールドカップにおいても

1990 年代より世界上位の成績を収めており、2003 年と 2007 年は連覇を達成している。 

表 3 ブラジル代表男子バレーボールチームワールドカップの成績 

 

 

第５項 ブラジル代表男子バレーボールチーム／世界選手権成績 

 ブラジル代表男子バレーボールチームは表４に示す通り 2000 年以降 3 連覇する等、世界

選手権において好成績を収めている。 

表 4 ブラジル代表男子バレーボールチーム世界選手権成績 
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第２節 先行研究のまとめ 

男子バレーボールの強化策に関する研究では、選手育成（体力強化）に関する報告がな

されている。バレーボール以外の競技における選手の強化に関する先行研究では、東野

（2011）の日本と変わらない平均身長のアルゼンチンが世界3位になった理由が選手発掘

にあることを明らかにした研究、岩畔（2014）や倉田（2015）など他競技の強豪国強化の

研究、ブラジル男子バレーボールチームの強化については技術練習が一部分かっている

（米虫, 2009）がフィジカルトレーニングを中心とした強化策や具体的取り組みついては

十分な情報がない。 

 

第３節 研究目的 

本研究では、ブラジル代表男子バレーボールチームの成功要因を明らかにすることを目

的とする。 

 

第２章 研究方法 

本研究では、元ブラジル代表男子バレーボールチームコーチの Antonio Marcos Lerbach

（以下アントニオ氏）へのインタビューと、現在 U19 ブラジル代表監督 Fabiano Preturlon

氏、ブラジルＵ17 代表チームのフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏への電話による

インタビュー及びメールで．ブラジルの強化について情報収集を行い整理した。 

第１節 調査対象国 

 本研究では、ブラジルを研究の対象国とした 

第２節 調査方法 

第１項 インタビュー調査 

 本研究によるインタビュー調査では、ブラジルバレーボール連盟元ブラジル代表男子バ

レーボールチームコーチのアントニオ氏を対象とし、事前準備した質問内容をポルトガル

語に訳し、2018 年 4 月中旬にメールにてブラジルに送信し、アントニオ氏が来日した際、

その回答を基にインタビューし説明を求めた。 

第２項 インタビュー日時 

インタビュー調査は 10 月 9 日、10 月 10 日、10 月 18 日、11 月 13 日、11 月 21 日、11

月 27 日、12 月 11 日の計７回実施した。また、インタビューは通訳を介して実施した。更

に、新たな質問項目について、半構造化インタビューを用い、出来る限り質問者である筆者

の意図を伝えないよう回答していただいた。回答内容は、録音機及びパソコンに保管し、重

要点に着目しまとめた。 

第３節 調査内容 

１）1975 年以降のブラジルバレーボール連盟の行った改革、２）選手強化（フィジカル

トレーニング）、３）ブラジルにおける指導者資格制度、４）選手の発掘の４つの大きな項

目を設定し、各項目について更に詳細の小項目を設定した。そこから得られた回答を基に、
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ブラジル代表男子バレーボールチームが、世界のトップを維持していくための強化方法に

ついて何が重要であるかを分析し検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

第３章 結果 

第１節 ブラジルバレーボール連盟による改革 

第１項 ブラジルバレーボール連盟主導での選手強化計画 

ブラジルバレーボール界は 1975 年から大きく変化した。この年ブラジルバレーボール連

盟は Carlos Arthur Nuzman 氏（以下 Nuzman 氏）が会長となった。Nuzman 氏は 1964

年東京オリンピック男子バレーボール競技に出場した。 

1975 年以降、Nuzman 氏のアイデアにより、ブラジルバレーボール連盟（以下伯連盟）

にマネジメントモデルが取り込まれ、ブラジルにおいてそれまで足踏みしていた強化が急

速に進歩し、大きな発展を遂げた。特に、戦略計画（Strategy Planning）は、この過程にお

いて特徴的なものとなっている。図１に示す通り、選手育成のためのトライアド計画には、

選手の育成を目的の柱とし、選手育成に欠かせないプロフェッショナルな指導者の育成と、

それを支えるスポンサーの獲得による資金、広報活動、国内大会の開催や遠征などの機会を

増やすなど、選手育成において重要なことがすべて盛り込まれており、この方式（トライア

ド計画）の成功により、ブラジル男子バレーボールは、1984 年のロスアンゼルスオリンピ

ックで初めて銀メダルを獲得した。更に、1992 年バルセロナオリンピックでは初の金メダ

ルを獲得し、その後もブラジル代表男子チームはオリンピックで 2 度の金メダル獲得と２

度の銀メダルを獲得した。 

  

 

図 1 選手育成のためのトライアド計画 
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第２項 ブラジルバレーボール連盟の年齢別指導の強化理念 

表 5 に示すとおり、伯連盟により、選手強化の基本的考えは各年齢別に分類されていた。

次項で各年代の強化策について、指導の基本理念、各プロクラブの取り組み、各プロクラブ

の選手発掘方法、トレーニング実施状況、コーチになるための条件に分類し述べる。 

 

表 5 年齢別トレーニング計画 

 

 

１） 初級（10歳から 12歳）の強化 

この年齢では、技術的トレーニングについては、シンプルな運動を主に取り入れ、バレー

ボールに慣れ浸しむことを目的とし、基礎的なテクニックの教授を目的としていることが

わかった。戦術トレーニングと試合システムについては、このステージに適した試合を実施

し、試合を通して遊びながら、楽しみながらみんなでスポーツに関わることにより、バレー

ボールを好きにさせることを目的としていた。特に、選手に対しては、コーチが勝利主義に

こだわることによるプレッシャーなどは絶対かけないことが約束されていた。アントニオ

氏によると、「過去にはブラジルにも勝利主義にこだわる指導者もおり、日本でいう小学生

大会などで厳しい指導も見られた。このような指導が原因で、子供たちのバレーボール離れ

も散見されたことから、1995 年以降見直された。現在は、ミニバレーボールなど子供たち

の意識を高めるよう特別なルールなども採用され、1 対 1 や 2 対 2 でのミニゲームなどを
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多く取り入れており、6 対 6 などの試合は実施しないことが多く、子供たちがボールに触れ

る機会を増やす取り組みがなされてきた」と述べている。 

２） 養成段階（14歳～16歳）の強化 

この年代の選手のスケジュールは、朝 7 時から 13 時まで学校で勉強し、学校終了後地域

のプロクラブに移動し練習に参加できるように計画されていた。本格的にバレーボールの

練習方法を学び始めるのは 14 歳からで、フィジカルトレーニングもこの年齢から導入され、

系統的なトレーニングを開始するように計画されていた。 

内容としては、自体重のトレーニングや、低負荷の錘を使用した基礎トレーニングなどで

あった。技術的なトレーニングとしては、具体的なテクニック（オーバーパスやアンダーパ

ス、トス等）の強化と技術面の多様化を取り入れるといった内容であり、戦術トレーニング

と試合システムについては、コート内での選手の自律性の発展やシンプルな戦術システム

への統合、アタック、ディフェンスなどを取り入れた試合システムなどを学ぶことを目的と

していることがわかった。更に、チームとしての戦術や知識の向上を目的とし、過去には大

会などへも積極的に参加していたこともわかった。 

日本と大きく違う点として、ブラジルの場合には、この年齢でのポジション決定はしない

ことであった。練習では、選手における身長の高低は関係なく、セッター練習やレシーブ練

習、アタック練習など、全てのポジションを経験させるといった練習内容であった。このよ

うに、14 歳から様々なポジションを経験しているため、年齢の変化によるポジションの変

更にも柔軟に対応できることから、バレーボールが嫌になり、バーンアウトなどでバレーボ

ールから離れる選手が少ないこともわかった。 

３） 専修段階（18歳～20歳）の強化 

この年代から技術練習に加え、フィジカルトレーニングを強化として実施するよう計画

されており、フィジカルトレーニングの回数／週などの内容については、ブラジル国内でほ

ぼ共通の内容で計画されていることがわかった。アントニオ氏によると、「選手が仮にプロ

クラブを移籍してもフィジカルトレーニングの内容などに大きな支障はなく、技術的な練

習も、選手個々の能力に合わせたテクニックの向上に加え、多様でより繊細なテクニックを

要求していることや、戦術トレーニングと試合システムについては、選手のポジションの決

定や、数名の選手で実施する複雑な練習（シンクロ攻撃等）を取り入れ、大会などに積極的

に参加し、選手間の協力関係の強化も図っている」と述べていた。更に、アントニオ氏は「こ

こで選ばれた優秀選手は、20 歳以降スーパーリーグなどブラジル国内のトップチームへ参

加できる可能性が高まる」と述べていた。 
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４） 最終段階（20歳～）の強化について 

20 歳を過ぎた選手には、スーパーリーグ（25 名／各チーム）に参加できる可能性があり、

各チームは、レギュラーなどの主力選手 10 名（25 歳から 35 歳）と若手選手 15 名（19 歳

から 21 歳）を選考していることがわかった。19 歳を過ぎた選手には練習の成果などを参考

に、シニアの大会に出場するチャンスが与えられていた。フィジカルトレーニングについて

は、ハイパフォーマンストレーニングが実施され、21 歳までに、世界的に見てもトップレ

ベルのスピードやパワーといったバレーボール競技に必要な機能をすべて獲得することを

目標としてブラジル全体の共通の考え方の基に計画されてきた。 

フィジカルトレーニングと技術トレーニングとの連携を高め、効率的な強化を実施する

ために、選手の特徴を細かく分析し、ポジションに適した専門的な練習を取り入れ、選手に

対して個別にメニューを与えトレーニングを実施することを目的とした計画がなされてき

た。更に、複雑な戦術トレーニングを実施し、個々の能力を集団的なパフォーマンスへ移行

することや、理論的（データ）な要素も取り入れながら強化する事を目的とした国際試合へ

の参加も実施されてきた。 

このような経験を経て、これまでブラジル国内では将来有望な若い選手が計画的に育成

強化されてきた。ブラジルで強豪プロクラブであるサダクルゼーロに所属しているフェル

ナンドクレリング選手（現在 22 歳）は 19 歳から国際大会などに数多く出場し、全ての大

会において金メダルを獲得した。また、オリンピック金メダリストのジバ選手も 1993 年（当

時 19 歳）に世界ユース大会で金メダルを獲得するなど、様々な大会において活躍しオリン

ピック代表選手となった。 

 

第３項 大学進学後の選手強化 

現在（2018 年）ブラジルにおいて最も有望とされている選手 20 名（18 歳）は全て大学

に進学していることがわかった。選手は、日本のように所属している大学のバレーボールク

ラブには所属せず、各地域のプロクラブにおいて練習していた。 

ブラジル代表に選考された場合、所属大学は、大学での試験などの免除や特例措置を行わ

なければならないといった法律も適応されるなどトップアスリートの強化は国家レベルで

計画されていた。 
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第４項 ブラジル国内リーグのプロフェッショナル化 

ブラジル国内のリーグ戦の歴史は 1968 年に始まる。1968 年から 1975 年までのブラジル

国内のリーグ名は CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOLEIBOL という名称で行わ

れていたが、当時は練習を実施する体育館や、試合会場の設備は充実しておらず、屋外のオ

ープンコートで練習や試合を実施することもあった。練習環境も悪く、選手は仕事の合間に

練習する等、プロフェッショナルではなかった。 

アントニオ氏によると、「1975 年より、伯連盟による様々な改革がスタートし、選手の強

化環境を整備することを目標とした男子バレーボールのプロフェッショナル化が検討され

るようになった」と述べている。 

ブラジルバレーボールが強くなった要因についてアントニオ氏への質問の回答は以下、

1976 年からブラジル国内リーグの大会名は LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL に 

変更されプロフェッショナル化に向けた準備が加速した。 

伯連盟によるバレーボールをプロフェッショナル化することの狙いは、アスリートたちが

スポーツをキャリアとして形成し、トレーニングに打ち込めるようにすることや、バレーボ

ールをある種の製品として変化させることにより、企業からプロチームに対して投資させ

ることも狙いの一つであった。1976 年から 5 年後の 1981 年に伯連盟は男子バレーボール

を正式にプロフェッショナルとしてスタートさせた。 

この取り組みにより、プロクラブに所属するアスリート達はプロフェッショナルとして

結果に貢献するようになり、プレーヤーとチーム双方の技術的レベルと組織的レベルも大

きく上がった。プロフェショナルになったことにより、多くの優秀な選手が現れるようにな

り、ブラジル男子バレーボールの国内リーグ戦のレベルは急速に上がった。そして、プロフ

ェッショナル化スタートの 11 年後となる 1992 年バルセロナオリンピックにおいて、ブラ

ジル代表男子バレーボールチームはオリンピック初の金メダルを獲得し、国民的スポーツ

として認知され、ブラジル国内における男子バレーボールの価値は大きく上がった。 

２年後の 1994 年よりリーグ名は SUPERLIGA MASCULINA DE VOLEIBOL に変

更され、更にレベルアップされ、現在まで継続して実施されてきた。 

伯連盟が行ったプロフェッショナル化は、選手のモチベーションと、選手間の競争により、

ブラジル国内で行われている試合のレベルは高くなり、現在ブラジル国内において、バレー

ボール競技（男女）は、サッカーに次ぐ国民的に人気の高いスポーツとして支持されてきた。 
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第２節 ブラジルバレーボール連盟の選手強化方針 

第１項 強化におけるフィジカルトレーニングの位置づけ 

アントニオ氏によると、「ブラジルでは、1970 年代の選手は体力向上のためのフィジカル

トレーニングを取り入れておらず、ヨーロッパやアメリカの選手と比較して、高さやパワー

で大きく劣っていた。しかし、1980 年代以降技術の画一化とともに、伯連盟により（フィ

ジカルトレーニングを行なわない限りブラジルが世界のトップになることは不可能である）

と結論づけられた。そこで、全てのプロクラブにおいてフィジカル面の向上を目的とした準

備が実施され、トレーニング器具などの整備もなされた」と述べていた。このような取組の

成果は著しく表れ、1980 年代からブラジルの成績は大きく飛躍した。結果、ブラジル代表

男子バレーボールチームは、現在世界ランキング 1 位の座を維持している。 

1980 年以降、各プロクラブは計画的なフィジカルトレーニングを実施してきた。トップ

リーグの SuperigaA、B 上位のプロクラブにはフィジカルコーチに加えて、管理栄養士が所

属し、選手の健康診断（血液検査等）のデータなどを基に、各カテゴリーの選手に対して個

人面談を実施し、筋肉量、脂肪量など数値を基に食事指導を行い、フィジカルコーチと連携

しサポートを実施していることがわかった。 

SuperigaA、B 上位チーム以外のプロクラブにおいては、資金的な問題から、栄養士など

を持てないクラブもあるが、伯連盟の指示により選手はドクターのサポートを受けること

が義務づけられてきた。  

伯連盟は強化策をブラジル全土に浸透させ、Ｕ１７，Ｕ１９、Ｕ２１といったアンダーカ

テゴリーからスーパーリーグ、代表チームまで全てのカテゴリーにおいてフィジカルトレ

ーニングと食事環境、医科学的なサポート体制などの充実を図ってきた。 

以上のことから、ブラジルでは、フィジカルトレーニングを行う目的が世界で勝つことに

向けられており、最も重要な強化として位置づけられていることがわかった。 

 

第２項 フィジカル強化に向けた準備と計画 

 アントニオ氏へのインタビューにより、現在のブラジル男子バレーボールのフィジカル

強化についての具体的な計画内容がわかった。ブラジル国内におけるプロクラブでは、これ

まで、各プロクラブ毎に、シーズン前に U17、U19、U21、U23 のアンダーカテゴリー全て

の選手に対して必要な条件でフィジカルテストが実施されてきた。 

フィジカルテストには、ドクターも参加し、血液検査や、Vo2 検査など心肺機能などの検

査も実施した。この時期に行なう理由として、選手個々の体力の状況を確認し、強化計画の

策定を実施するための手段であった。この時期に体重オーバー又は不摂生による体調不良

といった選手に対しては、厳しい指導又は解雇、更には最高４０％の減俸などペナルティー

も課せられることもあった。したがって、選手はオフの期間も食事などの体調管理を行う必

要があり、シーズン初めのフィジカルテストは、各選手の故障の有無やコンディションの確
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認などを行い、チームとしての練習計画を作り上げることを目的とされてきた。 

 

第３項 フィジカルトレーニングを行う目的 

アントニオ氏によると、ブラジルでのアンダーカテゴリーにおいてフィジカルトレーニ

ングを計画的に実施する目的として、「ハードな技術練習に持ちこたえられる体力を身につ

けることを最大の目的としている」との回答があった。アントニオ氏によると、「これまで

ブラジルでは、アンダーカテゴリーにおいて、年齢別に計画的なフィジカルトレーニングを

実施してきたことで、シニアに昇格した際の豊富な技術練習に対して、故障を少なく取り組

めており、高い技術力をマスターできている選手が多い」とも述べていた。 

今研究において、インタビューに協力いただいているアントニオ氏は、昨年より日本の V

リーグチームでコーチを務めているが、「日本人選手は、練習量が増加し、体にかかる負荷

が上がることにより、肩や膝等を故障してしまい、技術練習に支障をきたす選手が多く、計

画的な強化が行えない」と問題点を述べていた。 
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第４項 U17の生活パターン（1週間の基本プラン） 

Ｕ17（15 歳から 17 歳）の選手の基本的な生活パターンは、表６に示す通り計画されてい

る。フィジカルトレーニングについては、昼食後の空いている時間や技術練習後実施するよ

う計画されていた。 

 

表 6 U17 における 1 週間の生活パターン（基本モデル） 
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第５項 U17の強化計画（基本プラン） 

U17 ブラジル代表チームのフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏によると、ブラジ

ルでは、U12 までの選手にはフィジカルトレーニングは指導しないが、15 歳（U17）カテ

ゴリーからは、代表をはじめとして全てのプロクラブでの練習に付随してフィジカルトレ

ーニングを実施するように指導されている。具体的には、協会が定めたフィジカルトレーニ

ングメニューが、全てのプロクラブの指導者に研修されて、同一の基準で各選手がトレーニ

ングを行う。もちろん、個々の選手によって身長や筋力に応じて負荷やセット数が調整され

るが、表７に示す通り、基本的な目的に沿って指導することが計画されていた。 

 

表 7 U17 フィジカルトレーニング強化内容 
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第６項 U17のフィジカルトレーニング内容（サンプル） 

１）強化メニュー（第 1 週）について、Ｕ17 ブラジル代表チームのフィジカルコーチで

ある Lucas Ribeiro 氏によると、「トレーニング開始時期である第１週目では、フィジカル

トレーニングは、軽負荷で行い、1 週間で選手個々の能力を把握することが目的である」と

述べていた。 

内容は、表 8 に示す通り、上半身、下半身のトレーニングを取り入れる計画をされてい

た。基本となる種目、回数やセット数については、Ｕ17 代表チームと各プロクラブとが同

じ内容で計画されていた。 

 

表 8 U17 フィジカルトレーニングメニュー（第１週目） 
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２）U17 のフィジカルトレーニング／強化メニュー（第 2 週目～第 9 週目）について、

Ｕ17 ブラジル代表チームのフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏によると「２週目か

ら 9 週目までは、選手個々の能力を見極めながら、セット数や内容も変化させていく」と述

べていた。 

表 9 が示す通り、全身の機能面を高める内容など新たなメニューも取り入れられるな

ど計画されていた。 

 

表 9 U17 フィジカルトレーニングメニュー（第 2 週～9 週） 
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３）U17 のフィジカルトレーニング／強化メニュー（第 10 週目以降）について、Ｕ17 ブ 

ラジル代表チームのフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏によると、「10 週目になる

と、フィジカルトレーニングの基礎となるフォームなどが固まるため、更なるレベルアップ

を目的とし実施する。セット数や負荷は選手個々で異なるが、強化メニューは基本的に同じ

内容で行う」と述べていた。 

表 10 が示す通り、1 週目から９週目と比較してセット数を増やすなど計画されていた。 

 

表 10 U17 フィジカルトレーニングメニュー（第 10 週～最終週） 
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４）U17（15 歳から 17 歳）のフィジカルトレーニング／補強メニュー（第１週目から９ 

週目）について、Ｕ17 ブラジル代表チームのフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏

によると、表 11、表 12 の内容が示す通り、選手個々のコンディションの調整や故障者の

リハビリ等を目的とした補助的なメニューも計画されていた。 

 

表 11 U17 フィジカルトレーニング／補強メニュー（第 1 週スタート時） 

 

 

表 12 U17 フィジカルトレーニング／補強メニュー（第２週～9 週） 
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５） U17（15 歳から 17 歳）のフィジカルトレーニング／補強メニュー（10 週目以降）に 

ついて、ブラジル代表チーム（U17）のフィジカルコーチである Lucas Ribeiro 氏による 

と、表 13 が示す通り、選手個々のコンディショニングと、故障個所のリハビリを目的とし 

た内容であるが、10 週目以降はセット数などボリュームを上げた内容で計画されていた。 

 

表 13 U17 フィジカルトレーニング／補強メニュー（第 10 週～最終週） 
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第７項 U19、U21の１週間の生活パターン（基本モデル） 

U19（17 歳から 19 歳）と U21（19 歳から 21 歳）のトレーニングは、上半身と下半身へ

の負荷を考えながら、週 4 回から 5 回のトレーニングを計画されていることがわかった。

表 14 に示す通り選手の生活は、規則正しく計画されており、学業とバレーボール練習との

バランスも保たれていた。Ｕ19 とＵ21 のフィジカルトレーニングの中身（メニュー）につ

いても代表とプロクラブとで共通の内容で計画されており、技術練習と、フィジカルトレー

ニングが細かく計画されていることがわかった。 

 

表 14 U19、U21 の１週間の生活パターン（基本モデル） 
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第８項 U19、U21の強化計画（基本プラン） 

U19（17 歳から 19 歳）と U21（19 歳から 21 歳）のフィジカルトレーニングにおける考

え方として、ブラジルでは、男子選手の 17 歳から 19 歳の年齢は、精神的な発達と、筋肉

（身体能力）の発達が最も期待できる年齢と考えており、U17 で作り上げた基礎体力を本

格的に強化へと移行していく極めて重要な年代ととらえている。アントニオ氏によると「Ｕ

21（19 歳から 21 歳）においては、完成期と位置付けており、21 歳時点では、オリンピッ

ク代表チームの選手と比較しても劣らない身体能力の獲得を目指している」と述べていた。 

表 15に示す通り、Ｕ19 は最大の身体発達期、Ｕ21は身体の完成期ととらえており、U19、

U21 におけるフィジカルトレーニングの目的や内容については、ブラジル国内の指導者で

共有され計画されていた。 

  

表 15 U19、U21 フィジカルトレーニング強化内容 
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第９項 U19、U21のフィジカルトレーニング内容（サンプル） 

 U19、U21 のフィジカルトレーニングは、表 16 に示す通り、曜日ごとに計画されている

ことがわかった。 

アントニオ氏によると、「基本的内容として、U17 と比較してセット数や回数などレベル

を上げ、曜日ごとに、上半身と下半身への負担を考慮した内容で考え、故障のリスクを減ら

し、更なるレベルアップを図ることを目的として計画し、個人差も見極めながら実施してい

る」と述べていた。また、水曜日、土曜日、日曜日は休息日として計画されていた。 

 

表 16 U19、U21 フィジカルトレーニングメニュー（サンプル） 
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第３節 ブラジル連盟による指導者育成のための資格制度 

第１項 National Coaches Commissionについて（インタビュー結果） 

 1975 年より、伯連盟は、National Coaches Commission（CONAT）を立ち上げた。目

的としては、優秀なコーチを要請することであり、CONAT によって展開されているコース

（課程）を合格しない限りブラジル人コーチとして働くことはできない。表 17に示す通り、

これらのコースには様々なレベルがあり、それぞれのレベルで合格した者がそのレベルに

あったカテゴリーでの選手の育成と強化に関わってきた。 

 

表 17 レベル毎に指導できる条件 

 

 

１）Level Ⅰを指導する条件 

LevelⅠの U15 を指導する場合、CONAT において、80 時間の研修が必要である。 

２）Level Ⅱを指導する条件 

LevelⅡ U19 を指導する場合は、CONAT において、80 時間の研修が必要である。 

３）Level Ⅲを指導する条件 

 Level Ⅲ 19 years old‐adult teams を指導する場合は CONAT において、80 時間

の研修が必要であることに加え、このカテゴリーからは、シニアの指導を視野に入れた内容

も加わる。 

４）Level Ⅳを指導する条件 

 Level Ⅳ Coaches with greater experienceを指導する場合は、CONATにおいて、

60 時間の研修が必要である。これらの資格を取得していることに加えて、このカテゴリー 

からは、ナショナルチームの指導者を目標とした新たな研究（大学院などを卒業）の発表等

も必要となる。 

５）Level Ⅴを指導する条件 

LevelⅤ This level offered to Coaches who have become world champions 

or Olympic を指導する場合は、指導者として世界選手権又はオリンピックにおいて金メ
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ダルを獲得した経験が必要となっている。 

 以上のブラジル連盟の定めた CONAT によって展開されているコースに加え、体育学校

等において体育学の資格を取得していない場合は更に 260 時間の具体的なトレーニングを

含む Regional Council of Physical Education のコースも合格しなければならない。 

このように、ブラジルにおいては、コーチの育成においてもしっかりとしたシステムが成り

立っている。 

アントニオ氏によると、「フィジカルコーチの資格についても上記の資格制度と同じく、

それぞれのキャリアに応じた資格制度があり、専門的な講習を受ける必要がある」と述べて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

第２項 フィジカルコーチによる指導体制 

ブラジル国内における有力なプロクラブには、監督、コーチのほかにフィジカルコーチが

在籍しているが、SuperigaA の上位チームである Minas Tenis Clube では、バレーボールの

ほかに、陸上、バスケットなどのプロクラブがあり、それぞれの競技毎に 10 名のフィジカ

ルコーチが在籍しており、各競技とも、ブラジル国内で最もレベルの高い指導を実施してい

ることがわかった。 

図２に示す通りスーパーリーグ A に所属している 12 チームには、専属のフィジカルコ

ーチが在籍していた。フィジカルコーチはプロとして契約し、選手のフィジカルトレーニ 

ングのメニューの作成や、体調管理と体力強化のサポートを実施していた。更にブラジルで

は、年に数回のメディカルチェックを実施し、そのデータを基にして、各選手に必要な栄養

指導や、フィジカルトレーニングのメニューの見直しなど状況に応じた対応を実施してい

ることもわかった。 

 

 フィジカルコーチの立場 

 

図 2 フィジカルコーチの立場 
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第４節 ブラジル連盟による選手発掘 

第１項 初心者の選手発掘方法と目的 

ブラジルでは、U12（12 歳以下）、U15（13 歳から 15 歳）、U17（15 歳から 17 歳）、Ｕ

19（17 歳から 19 歳）、U21（19 歳から 21 歳）、のカテゴリーに分けた選手の育成強化を実

施してきた。選手育成強化の拠点となるのはブラジル全土にある数多くのプロクラブであ

った。中でも、日本の小学生と同じ年代で、バレーボールを始める年齢である U12 の育成

については、遊ばせることや楽しむことを目的として、バレーボールを好きにさせることを

中心に考えられており、選手間での競争は目的とされてこなかった。 

この年齢での目的として、13 歳から 15 歳以降でバレーボールを続けさせる事が重要で

あり、このような目的から、U12、U15 といった神経系がもっとも発達する年齢では、バレ

ーボールの楽しさを理解させ、向上心を高めることが伯連盟の選手強化計画で決められた

共通の目的であった。 

更に、ブラジルでは、この年齢でポジションなどの固定は行わず、全ての選手に全てのポ

ジションを経験させることが決められてきた。また、選手の能力に合わせた 2 対 2 や 3 対

3 などのシンプルなゲームも実施されてきた。 

アントニオ氏は、「伯連盟が主体となって実施してきた取組により、U12（初心者）の選

手発掘はブラジルバレーボール界の底辺を支えてきた」と述べていた。 
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第２項 有望選手の発掘方法 

ブラジルでは、有望選手発掘のために、春期に 1 回／約一週間と、秋期に 1 回／約一週

間の年 2 回に分けて、各地域のプロクラブ毎にトライアウトを実施してきた。これまでト

ライアウトの方法としては、各地方のバレーボール協会がインターネットなどで告知し実

施してきた。図３に表す通り、トライアウトの選考基準として、BIOTYPE（遺伝因子、身

長、身体のバランス）の調査、TECHNICAL  CAPACITATION（技術力の評価）

TACTICAL CAPACITATION（ゲームでの評価）PHYSICAL CAPACITATION（ジャン

プ力）PSYCHOLOGICAL CAPACITY（試合中の選手のメンタル面の評価と心理学者に

よる面接による心理テスト）INTERNATIONAL EXPERIENCE（国際経験）によって評

価されてきた。 

 

図 3 トライアウトにおける選考基準 

 

ブラジルでは、高校や大学での選手獲得競争はなく、選手は自由に様々な地域のプロクラ

ブでトライアウトに挑戦していたことがわかった。過去にトライアウトを受けた選手の中

には 13 歳や 15 歳で 190 センチを超える選手も含まれていた。現在ブラジル代表でオリン

ピック金メダリストでもあるルーカス選手（205 センチ）もトライアウトで見つかった選手

の一人である。ブラジル国内にはこのようなトライアウトを開催している大小のプロクラ



28 

 

ブが数えきれないほどあり、この度の調査でミナスジェラナス州だけで 500 以上存在して

いることがわかった。 

 

第３項 選手強化拠点のプロクラブ所在地（2018 年トップリーグ） 

現在ブラジル国内には、トップリーグである SuperigaA、B のプロクラブを頂点に、大小

多数のプロクラブが存在していることがわかった。プロクラブの名前や所在地はスポンサ

ーによって年単位で変わることもあった。トップリーグである SuperigaA、B に所属してい

るプロクラブは、基本、練習場の確保（各地方の市や町が施設の提供）や住居の保障、食事

の提供などを行ってきた。選手はプロクラブに所属することにより、生活環境は保証されて

いる。アスリートたちはプロクラブに貢献することで、プロクラブ、アスリート双方の価値

を高め、飛躍を実感し、アスリートとしての技術力は大きく向上した。 

 図４に示している①～⑫は 2018年度スーパーリーグＡに所属しているプロクラブである

が、サンパウロ州に最も多くのプロクラブが集まっていることがわかった。 

 

  

図 4 2018 年度／SuperigaA 所属プロクラブの所在地 

 

＜以下プロクラブ名と所在地＞ 

① VOLEI UM ITAPETININGA (SAO PAULO) 

② SADA CRUZEIRO VOLEI (MINAS GERAIS) 

1 

1 

2 

３ 
4 

５ 

６ 

７ 

11 

12 
８ 

10 

９ 
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③ SAO FRANCISCO SAUDE VOLEI RIBEIRAO (SAO PAULO) 

④ SESI SAO PAULO (SAO PAULO) 

⑤ COPEL TELECOM MARINGA VOLEI (PARANA) 

⑥ SESC RJ (RIO DE JANEIRO) 

⑦ VOLEI RENATA (SAO PAULO) 

⑧ SAO JUDAS (SAO PAULO) 

⑨ CORINTHIANS GUARULHOS (SAO PAULO) 

⑩ FIAT MINAS (MINAS GERAIS) 

⑪ CARAMURU VOLEI (PARANA) 

⑫ EMS TAUBATE FUNVIC (SAO PAULO) 

 

第４項 2018 年プロクラブ強化予算について 

ブラジル国内のトップチームは物理的な構造が成り立っており、年間の予算により選手、

監督、コーチといったチームに関わる全てのスタッフの雇用をサポートしていることがわ

かった。国内の上位リーグである SuperigaA、B は経験豊富な選手が多く在籍しており、非

常に良い条件で構成されている。特に SuperigaA は 12 チームが参加し、ブラジルでは最も

レベルの高いプロクラブが参加していた。更に男子の上位 6 チーム（Sada-Crzeiro、 

Taubate、Sesc-Sp、 Minas Tenis Clube、 Renata-SP、 Corinthians-SP、Montos Claros）

は最も高いレベルにあり、人気も高いことから、多くの予算が与えられていることもわかっ

た。 

 

第５項 プロクラブの契約条件および選手在籍数（平均） 

上位チームの選手は、各カテゴリー別に管理され計画的に強化されていた。 

表 18 に示す通り、2018 年現在、上位６チームの中に属している Minas Tenis Clube、には

約 65 名の育成選手が在籍していた。ブラジル国内には、SuperigaA に 12 チームが登録さ

れており、各チームのＵ21 のカテゴリーには 12 チーム合計で約 800 名の選手が所属して

いることがわかった。トライアウトに合格した有望選手には、希望に応じて住居、食事、練

習環境が保障されていた。トップリーグ以外である SuperigaA、Ｂ以下のプロクラブにも同

様にＵ21 のカテゴリーはあるため、選手間の競争は熾烈であった。実際に、2004 年（金メ

ダル獲得）、2008 年（銀メダル獲得）、2012 年（銀メダル獲得）と 3 度のオリンピックに出

場し、た Gilbert Amaury de Godoy Filho（193 センチ）でさえも、トライアウトに参

加したが身長が低かったことから何度も失敗していたこともわかった。 
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表 18 カテゴリー別在籍数（平均）と基本的な契約条件 
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第４章 考察 

第１項  フィジカルトレーニング 

日本同様、欧米に身長で劣るブラジルは、全年齢層共通したビジョンのもとフィジカル強

化に取り組んだ結果、世界の強豪国の地位を揺るぎないものにしていた。この過程における

伯連盟の取り組みから学ぶべき点は多い。 

1）伯連盟のビジョン 

まず、伯連盟のビジョンに沿い、日頃はライバル関係にあるプロクラブ同士がブラジル全

体で、伯連盟の指針に沿い強化を実行していることである。全チームが伯連盟の方針に沿い

取り組めた要因として、世界に勝つためという伯連盟のビジョンとプロクラブ設立を手助

けしてきた当時からの伯連盟に対する信頼があると考えられる。さらにこの取り組みによ

り各世代のブラジル代表チームが世界大会で実績を上げていることは、この実行に大きな

役割を果たしていると言えよう。 

2）日本における中学生、高校生、大学生と同年代のフィジカルトレーニングの内容と育

成について、伯連盟では U12 までは競技よりも身体能力、耐性を重視し、フィジカル強化

の意識はない。強化としてフィジカルトレーニングの意識を重視するのは、トライアウト実

施年齢 U17 に該当する（15 歳以上）の選手からである。 

伯連盟のフィジカルトレーニングの計画と取り組みは、バレーボールに必要なジャンプ

力やスパイクの威力等を増すための上半身、下半身の強化など、バレーボールに必要な筋力

を強化するために合理的に組み合わせた内容であると考えられる。 

ブラジルの U17 以降、ブラジル全体でフィジカルトレーニングが実施されていることに

鑑み、同じ年代である日本の高校生、大学生もフィジカルトレーニングの意識を取り入れる

べきであり、闇雲なフィジカルトレーニングでは大きな効果は期待できないと考えられる。 

３）日本の高校生のフィジカルトレーニング実施状況 

本研究とは別に、筆者が実施したアンケート調査の結果、日本の高校生のフィジカルトレ

ーニングの実施状況の調査（図５）では、一週間で行うフィジカルトレーニングの回数が 0

回（33 人）、1 回が 30 人、2 回 66 人、3 回が 31 人と最も多く 0 回から 3 回の合計が 160

名（全体の 86％）で、4 回以上実施している選手は 185 名中 25 名（全体の 14％）だった。

これを踏まえ、日本協会は指導者に対するフィジカルトレーニング研修の定期的な開催、フ

ィジカルコーチによる巡回指導も一案である。強豪校においては専門的知識をもったコー

チの必要性を理解すべきであると考えられる。 
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図 5 フィジカルトレーニング実施状況（2018 年高校生男子） 

 

４）日本国内大学生年代のフィジカルトレーニング実施状況 

一方、日本の大学の状況は深刻である。ブラジルではＵ19（17～19 歳）、Ｕ21（17～21

歳）からは選手別に部位ごとの負荷や回数など細かく設定され、本格的なトレーニングが計

画されている。ブラジルにおける U19、U21 と同じ年代で、日本国内において特に優秀な

選手が多く所属する関東大学 1 部リーグに所属している 12 チーム中、回答のあった 10 チ

ームのフィジカルトレーニングの実施状況（図６）は一週間で 1 回又は２回の実施が 4 校

ずつ、3 回が 2 校でいずれも所要時間は平均約１時間であり、ブラジルと比較して大きく劣

っていると考えられる。この年代でのフィジカル強化の遅れは、日本代表チームの成績にも

大きな影響があると考えられる。  

日本協会、学連、各大学の関係者はフィジカルトレーニングに対する考え方を根本的に改

めるべきであると考えられる。 

 

 

 

 

 



33 

 

  

図 6 フィジカルトレーニング実施状況（大学生） 
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５）日本代表チーム 

各年齢層のフィジカルトレーニングが劣るのみならず、日本代表チームでは、2008 年と

2017 年を比較すると身体能力は徐々に低下（図７）し、私が代表監督であった当時よりも

さらに状態が悪くなっていると考えられる。 

  

図 7 日本代表選手の測定値比較 
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６）オリンピック出場選手のジャンプ力の変化 

 北京オリンピックに出場した選手におけるジャンプ系の測定値の比較を実施した結果、 

表 19 に示す通り、2005 年時点で 18 歳であった福澤達哉選手や 19 歳の清水邦弘選手、20

歳の越川選手はジャンプ系の測定において、測定値が大きく上昇（10 センチ以上）してお

り、ブラジルの U19、U21 と同じ年齢となる時期に行ったフィジカルトレーニングの効果

が出たと考えられる。 

 2005 年時点で 30 歳を超えていた荻野正二選手や斎藤信治選手はジャンプ系の測定値に

おいて下降が見られることから、年齢が高くなることによるトレーニング効果が期待でき

ないことが見て取れる。 以上のことから、今後日本が世界で戦っていくためには、最も身

体能力が発達する 17 歳から 21 歳のフィジカル強化は最も重要であると考えられる。 

 

表 19 ジャンプ系測定値の比較（2005 年⇔2008 年） 
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第２項 指導者資格制度 

伯連盟の指導者資格制度についても、ビジョンでは指導者の資質が選手育成において最

も重要であることを示しており、優秀な指導者が優秀な人材を教育し、強化していることに

より、現在のブラジル男子バレーボールの強さの基礎が保たれていると考えられる。一方日

本では指導者資格について、日本体育協会が定めるコーチ資格はあるが、日本バレーボール

協会が定める指導者資格制度はなく、講習会なども計画的に実施されていないことから、ブ

ラジルと同様の取り組みが重要であると考えられる。 

第３項 日本とブラジルにおける指導者育成条件の違い 

日本における選手強化の中心となっているのが、中学、高校、大学である。現在の日本に

おける中学、高校の選手育成については、主に教員が行っているが、子供指導の専門家が指

導に関わることについては望ましい。しかし、近年公立高校を中心とした先生の働き方改革

が話題となっているように、部活動の見直しも進んでいる。大学生の強化についても、外部

コーチに頼る傾向もあり、指導者不足は深刻な問題となっている。今後、日本国内における

専門指導者の育成はバレーボールの普及と、選手育成において重要な課題であると考えら

れる。 

日本における指導者資格制度については、日本体育協会が実施している各カテゴリーの

講習会を定期的に開催し資格を取得または更新している。しかし、V リーグや、一部の上位

大会の本線出場や選抜チームのスタッフとなるために必要とされる日本体育協会の資格取

得義務を除けば、指導資格の義務はなく、バレーボール未経験者の教論又は、指導経験のな

い教論が指導に関わることが近年多くなっていると推測される。今後、学校でのクラブ活動

の見直しなど、部活動の在り方も検討される中で、日本バレーボール協会が中心となった指

導者育成のための指導者資格制度についての検討が必要であると考える。 

 

第２節 伯連盟のトリプルミッションの好循環 

 世界の強豪国であるブラジルバレーボールチームの強さの要因は、1975 年より伯連盟が

行った上述のような選手強化計画により強化の好循環が始まったと考えられる。フィジカ

ルトレーニング以外にも伯連盟が実施した、選手育成のためのトライアウト計画は、①指導

者の育成を目的の柱とし、②それを支えるスポンサーの獲得による資金、広報活動（資金・

普及）③国内大会の開催や遠征などの機会を増やす（勝利・普及）など、選手育成において

重要なことがすべて盛り込まれており、この方式の成功により、ブラジル男子バレーボール

は大きく発展したと考えられる。 
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第３節 選手発掘 

第１項 ブラジルの選手発掘方法 

ブラジルにおいては、U17 から有望選手発掘のためのトライアウトが実施される。 

トライアウトに合格した選手には、住居、食事、練習環境が保障されることから、貧富の差

など関係なく、平等に能力のある選手を発掘できていると推察される。選手はトライアウト

に合格することにより、将来に向けた大きな可能性を手に入れることになるため、子供達を

はじめとする数多い選手の夢と目標になっていると考えられる。 

トライアウトでは、身長の高い選手やジャンプ力のある選手など身体能力の高い選手は

有利であることから、バレーボール経験の少ない選手も参加している。過去には 13 歳や 15

歳で 190 センチを超えている選手も多く含まれていた。オリンピック金メダリストである

Lucas Saatkamp 選手（205 センチ）もトライアウトで見つかった選手の一人である。現在

のブラジル代表チームには 200 センチを超える選手も多く見受けられるが、伯連盟のプロ

フェッショナル化の成功により、多くの有望選手が毎年トライアウトに挑戦し、運動能力の

高い選手がバレーボールに流れていると推察される。 

また、トップチームの一員となるためには熾烈な競争が繰り広げられていると思われる

ことから、このような競争を勝ち抜き、更に代表選手に選考される選手は、体力、技術、精

神力の全てにおいて世界トップレベルである可能性は極めて高いと考えられる。ブラジル

の各プロクラブにおける選手発掘のためのトライアウトシステムは、ブラジルが長年にわ

たり世界のトップを維持している大きな要因であると言えよう。 

 

第２項 ブラジルのバレーボール人気と選手発掘の関係 

現在、ブラジルにおけるバレーボールの人気は男女ともに高く、サッカーに次いで人気の

あるメジャー競技である。代表チームの試合や、SuperigaA の試合は国民が最も注目する時

間帯にテレビで放送されるなど、新聞や雑誌といったメディアへの露出度も高く、代表選手

の活躍や、Superiga のスター選手の活躍を見る機会は多い。 

バレーボールが国民的に人気の高いスポーツであることにより、代表選手らは子供たち

をはじめとした選手たちの夢と憧れとなっており、最終的な目標になっていると考えられ

る。 

アントニオ氏のインタビューによると、歴代のオリンピック金メダリストの中には、スラ

ム出身の選手や、貧しい家庭で育った選手も含まれており、トライアウトを受ける選手の中

には、合格することにより、自分自身の生活が保障されるだけでなく、自らの人生や、家族

の人生までも変えることが出来るといった目的でトライアウトに参加する選手も中には含

まれており、人生をかけてバレーボールを続けている選手も多いと推測される。 

ブラジルにおいてバレーボールがプロスポーツとして認められ、更に国民的スポーツと

して人気が高いことにより、トライアウトの申込数は多く、熾烈な競争が繰り広げられてい
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ることから、毎年優秀な選手が多く発掘されていると考えられる。 

以上のことから、ブラジル国民のバレーボールに対する注目度の高さと、人気の高さが、

ブラジルの、バレーボール界における底辺の拡大につながっていると考えられ、ブラジルバ

レーボールの選手発掘をはじめとした全ての強化を支えていると考えられる。 

 

第３項 選手発掘後の環境 

 ブラジルにおける選手発掘の手段であるトライアウトに合格した U17、U19、U21 の選

手には、様々なサポートが実施されている。トライアウトに合格した選手にはプロクラブと

学校が連携し、学業とバレーボール練習におけるスケジュール管理などについて細かく計

画されており。プロクラブ指導者、選手ともに計画的なトレーニングの実施と、生活環境の

整備がなされ、継続的な選手強化が行われていることで、無駄のない選手の育成強化につな

がっていると考えられる。特に、食事については、栄養士の指導も行われており練習内容に

応じた十分な栄養を取ることが出来ていると考えられる。 

このようなブラジル国内のプロクラブを拠点とした選手強化は、伯連盟を通じて、ブラジ

ル国内で方向性が一本化されており、選手の身体能力向上と技術力向上に大きく影響して

いるものと考えられるのである。 

 

第４節 日本の強化について 

第１項 日本の選手発掘方法 

本研究とは別で、2018 年全国（北海道、東北、北陸、関東、東海、近畿、中国、九州）

で開催された将来有望とされる長身者合宿（日本バレーボール協会主催）に参加した男子高

校生 187 名（15 歳～17 歳）を対象として、バレーボールを始めたきっかけについて、アン

ケート調査を実施した結果、図８に示す通り、家族の影響が最も多く、兄弟や、両親がバレ

ーボールに関わっていたことがバレーボールを始めるきっかけとなっていると考えられる。 

今後、バレーボール選手として、優秀な人材を確保していくためには、バレーボールが子

供たちの夢となる職業として魅力的なスポーツになることが重要である。その為には、Ｖリ

ーグの注目度を上げることも重要であると考える。プロフェッショナルの選手として世界

基準で戦える選手の育成とプロフェショナルリーグを完成させることが最優先であるので

はないかと強く思うのである。 

実際、この度のアンケートの結果、テレビを見てバレーボールを始めた選手や、日本代表

に憧れてバレーボールを始めた選手は非常に少なく、ブラジルのように日常的にメディア

を通して子供たちの目に入らなければ、大きな選手発掘効果は出ないものと考える。 

 プロフェッショナルな試合を行うことにより、テレビなどメディアも注目し、取り上げる

機会が増えると考える。 



39 

 

  

 

図 8 高校生男子のバレーボールを始めたきっかけ（2018 年） 
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第２項 家庭婦人（ママさんバレー）の現状 

 今回の調査の結果として、選手のバレーボールを始めたきっかけは、家族の影響が最も多

い。この結果から、家庭婦人（ママさんバレーボール）の普及は重要と考えられる。   

近年の家庭婦人の状況は、図９に示す通り、近年の家庭婦人連盟主催の大会への申込数が

大きく減少しており、バレーボールの底辺ともいえるママさんバレー界の現状は厳しい。今

後、早急にバレーボール界の問題として捉え、年齢別の大会の再検討や、ルール改正等も視

野に入れた改善も必要と考える。 

 

 

図 9 家庭婦人大会の参加チーム数（1970 年～2016 年） 
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研究の限界 

 本研究では、ブラジル男子バレーボールの歴史を知り、長年にわたり選手育成と強化に関

わってきたアントニオ氏へのインタビューにより、ブラジルでの選手育成システムと強化

環境について分析を行った。しかし、ブラジルで指導している全ての指導者を対象にしたも

のではなく、回答内容がすべてではない可能性は十分に考えられる。 

本研究とは別に、日本国内の高校生と関東大学 1 部リーグの大学へのアンケート調査に

より、選手強化についての分析を行った。しかし、この度のアンケート調査による分析結果

は日本全国における全ての高校生や大学に当てはまるものではない可能性は十分に考えら

れる。日々、世界のバレーボールは発展している中で、勝利への答えは一つではない。世界

の強豪国は常に変革を行い、進歩している。強豪国の強化方法については継続的に分析し研

究する必要がある。 
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第５章 結論 

 本研究にあたり、ブラジル男子バレーボールチームを対象にインタビュー調査を行い、分

析した結果以下のことが解った。 

１）ブラジル男子バレーボールは、ブラジルバレーボール連盟が主体となり、1975 年以

降マネジメントモデルを取り込み、強化計画の見直しを行いながら国内リーグのプロフェ

ッショナル化に成功した。伯連盟の改革には当時の会長であった Nuzman 氏の影響が大き

いと考えられる。伯連盟の強化理念は現在もブラジル国内で共通の考え方の基に浸透して

いる。現在はブラジル国内においてバレーボールの人気は高く、男女ともにサッカーに次ぐ

人気スポーツとなっている。 

２）ブラジル男子バレーボールは 1980 年代から現在まで身体能力向上（フィジカルトレ

ーニング）無しにはブラジルが世界で勝つことが出来ないという考え方を結論付けた強化

を行っている。12 歳を過ぎるとフィジカルトレーニングの基礎が教えられるが、本格的な

トレーニング開始は、U17 以降となる。各カテゴリーにおいては、細かい計画の基、選手

個々の能力に合わせた細かい指導が行われている。トレーニング種目や内容についても、代

表チームとプロクラブとで共通の内容で行われていることから、選手は継続してトレーニ

ングに取り組むことが出来ている。 

３）ブラジルでは、指導者資格において非常に厳しい条件の資格制度が定められている。

指導者資格は、LevelⅠから LevelⅤに分かれており、受講時間として、LevelⅠ、LevelⅡ、

LevelⅢでは各 80 時間の受講が必要、LevelⅣでは 60 時間の受講が必要、LevelⅤではオリ

ンピック又は世界選手権での優勝経験が必要となっているため、指導者資格を取るために

は多くの時間と条件が必要である。このように、ブラジルでは U12 からシニアまでの全て

のカテゴリーにおいて、指導者資格の取得が義務付けられている。更に、フィジカルコーチ

の資格についても専門的な講習を受ける必要がある。 

４）選手の発掘育成の拠点は、各地域にあるプロクラブであり、15 歳頃から本格的なバ

レーボールの指導が開始される。それぞれのプロクラブはトライアウトにより選手を発掘

し、上位のプロクラブではＵ17、Ｕ19、Ｕ21 の合計で約 60 名から 70 名のアンダーカテゴ

リーの選手を確保し強化している。トップリーグにあたる SuperrigaA には 2018 年時点で

12 チームが登録されており、12 チーム合計で約 800 名の選手がトライアウトにより選ばれ

育成強化されている。選ばれた選手には、条件として、プロクラブから住居や食事、練習場

所が保障されている。 

今後、日本男子バレーボールの強化策を検討するうえでの情報として、本研究が日本男子

バレーボール界の発展のために少しでも貢献できれば幸いである。 
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