
ONLINE MANUAL



2

操作方法������������������������������������������������������������������������������������������� 3
　オフェンス操作　��������������������������������������������������������������������������� 4
　ムーブメント　������������������������������������������������������������������������������ 6
　戦術���������������������������������������������������������������������������������������������� 6
　ディフェンス操作��������������������������������������������������������������������������� 7
　ゴールキーパー������������������������������������������������������������������������������ 8
　セットプレー��������������������������������������������������������������������������������� 9
　スキルムーブ�������������������������������������������������������������������������������13
ゲームの始め方�������������������������������������������������������������������������������17
メインメニュー�������������������������������������������������������������������������������18
試合の進め方�����������������������������������������������������������������������������������19
オフラインゲームモード�������������������������������������������������������������������23
オンラインプレイ����������������������������������������������������������������������������28

C O N T E N T S

Contnts



3

操作方法

Xbox 360 

Controller
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オフェンス時／ディフェンス時で操作方法が変わります。本ソフトには「クラシック」「NEWコントロール」「2ボタン」の3 種類
の操作方法があります。操作方法の設定はプロフィール作成時、もしくは「カスタマイズ」の「設定」で行ってください。なお、本
解説書内では「クラシック」での操作を説明しています。

ショートパス／ヘディングショートパス

ロブパス／クロス／ヘディング

スルーパス

シュート／ボレーシュート／ヘディングシュート

ループシュート

コントロールシュート

シュートフェイク

パスフェイク

オフェンス操作　[シンプル]

■�クラシック

Controls　Attacking
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ストップ & ハードキープ（ドリブル中）

ロブのスルーパス

跳ねるロブパス

ロークロス

グラウンダークロス

アーリークロス

 パスをスルーする

 キャンセル

ファイン・パス（精度の高いパス)

フレアシュート（強力なシュート)

オフェンス操作　[アドバンス]

Controls　Attacking
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選手移動

ファーストタッチ／ノックオン

スキルムーブ

ストップ & ターン

ストップ & キープ

ダッシュ

 プロテクト／遅いドリブル／スライド

フェイスアップ・ドリブル

ボールを受けてターン

ムーブメント

Movement

オフサイドトラップ

チームプレス

サイド交換

センターバックの攻撃参加

戦術
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選手の切り替え

選手の切り替え（マニュアル）

タックル／プッシュプル（追跡時）

スライディング

ボールクリア

スライド

 囲い込み

チームメイト囲い込み

ランニングスライド

ホールド（追跡時）

ディフェンス操作

Defending
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キック

スロー／パス

チャージ／ドロップ

ゴールラインで待機

ボールを拾う

ゴールキーパーに切り替える

ゴールキーパー

Goalkeeper
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グラウンダーパス

ロブパス／クロス

シュート

ドライブシュート

壁ジャンプ（ディフェンス時）

壁から飛び出す（ディフェンス時）

壁を左右に移動（ディフェンス時）

壁を前方に移動（ディフェンス時）

セットプレー　[フリーキック]

Set Pleces  Free Kicks
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第2キッカーを呼ぶ

第2キッカーがシュートを打つ

第2キッカーがパスを出す

第2キッカーがロブパスを出す

第2キッカーをおとりに使う

第3キッカーを呼ぶ

第3キッカーがシュートを打つ

第3キッカーをおとりに使う

セットプレー　[フリーキック　アドバンス]

Set Pleces  Free Kicks
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ロブクロス

ローボールクロス

グラウンダークロス

パス

ニアポストへの走り込み

ファーポストへの走り込み

ペナルティエリアの端で待機 (左右コーナー)

キーパーに突っ込む (左右コーナー)

トリガーラン

スローイン

スローイン（マニュアル）

ロングスロー

受け手を動かす

セットプレー　[コーナーキック & スローイン]

Set Pleces Corners&Throw Ins
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シュート

コントロールシュート

ループシュート

フェイントステップ

ゴールキーパーダイブ

ゴールキーパー左右移動

ゴールキーパーのおふざけ

セットプレー　[ペナルティキック]

Set Pleces  Penalties
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リフティング（立った状態）

1レベルムーブ

ボディフェイント

ステップオーバー

リバースステップオーバー

ボールロール

ドラッグバック（立った状態）

2レベルムーブ

■�スキルムーブ

※フリックとは：左／右スティックをはじくようにすばやく入力する操作です。

Skill Moves　



14

ボールホップ（立った状態）

ヒールトゥヒールフリック

シンプルレインボウ

アドバンスレインボウ

左へフェイントして右へ

右へフェイントして左へ

走りながら左ヒールチョップ

走りながら右ヒールチョップ

4レベルムーブ

ヒールフリック

フリックアップ

ルーレット

左へフェイクを入れて右へ

右へフェイクを入れて左へ

3レベルムーブ

Skill Moves　
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エラシコ

ホーカスポーカス

トリプルエラシコ

ボールロール & 左フリック（ランニング中）

ボールロール & 右フリック（ランニング中）

ソンブレロフリック（立った状態）

ターン & スピン（左／右）

ボールロール左フェイク（立った状態）

ボールロール右フェイク（立った状態）

ラボーナフェイク（リフティング中）

エラシコチョップ左

エラシコチョップ右

5レベルムーブ

Skill Moves　
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レースフリックアップ

バックソンブレロフリック

ソンブレロフリック（左／右）

アラウンド・ザ・ワールド（左／右）

空中エラシコ

フリックアップボレー

チェストフリック

ターン・アラウンド・ザ・ワールド

5レベル ジャグリングトリック

Skill Moves　



Skill Moves　
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ゲームの始め方

EA SPORTS™ 2014 FIFA World Cup Brazil™を起動したら、「カスタマイズ」>「プロフィール」>「プロフィール管理」から
プロフィールを選択して、メインプロフィールを設定してください。全ての進行状況はこのプロフィールにセーブされます。以前に
セーブしたFIFA 14プロフィールをロードするには、「カスタマイズ」>「プロフィール」>「FIFA 14プロフィールをロード」を
選択してください。Originアカウントへサインインするか、Originアカウントを作成すると、EA SPORTS™ Football Club、オン
ライン FIFA World Cup™、リオデジャネイロへの道、オンラインフレンドリー、ストーリー・オブ・ファイナルスなどのオンライ
ンプレイ（→P.29）に参加できます。

本ソフトは、オートセーブ機能により進行状況と設定の変更が自動的にセーブされます。オートセーブアイコンが表示されている間
は、ゲームを終了したり、Xbox 360® 本体の電源を切らないでください。

試合やスキルゲームなどをプレイするとEXPを獲得します。EXPは全てのFIFAシリーズで共有されるため、FIFA World Cupで獲
得したEXPはEA SPORTS™ Football Clubのレベル全体に貢献します。EXPは画面右上で確認できます。一定以上のEXPを獲得
すると、次のレベルに進みます。カタログから追加チャレンジ、アイテム、オンラインマッチ、シナリオ、特別映像に使用できるフ
ットボールクラブクレジット（FCC）も獲得できます。

プロフィール

セーブとロード

EXP

オンライン機能のご利用とEXP、FCCの獲得には、EAサーバーへのサインインが必要です。サインインするには、メインメ
ニューでSTART ボタンを押してください。

 注意

Getting Started　
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■�ホーム
キックオフで新しい試合を行い、新しいキャリアを始めましょう。フットボールクラブのニュースとアラートを閲覧し、スキルゲー
ムでテクニックを磨いてください。最後にプレイしたモードを、中断した時点から再開することもできます。

■�プレイ
キックオフですぐに試合を行い、キャプテンモードでスター選手になってキャプテンシーを競いましょう。スキルゲームでスキルム
ーブを習得して、2014 FIFA World Cup Brazil™、ブラジルへの道、FIFA World Cup™への道へアクセスしましょう。

■�オンライン
リオデジャネイロへの道を選んで、ブラジルの大都市とスタジアムでプレイしましょう。オンラインフレンドリーではフレンドと対
戦できます。オンライン FIFA World Cup™では、オンライン対戦でワールドカップ本大会をプレイ可能です。

■�フットボールクラブ
カタログからFCCとアイテムを引き換え、ランキングを確認し、EXPを稼いでオンラインで祖国に貢献しましょう。マイアラートや
フレンドの近況を確認すれば、自分とフレンドのプレイ履歴が確認できます。フットボールクラブはFIFA シリーズの全てに登場す
るため、ニュース、EXP、FCCは同プロフィール内の全シリーズで共有できます。

■�カスタマイズ
設定をカスタマイズし、miCoachビデオルームを確認しましょう。プロフィールやチーム管理にアクセスして、チーム全員をリセット
し、アップデートをダウンロードすることもできます。また、リプレイシアターへのアクセスや選手の作成、エディット、削除も可能
です。

メインメニュー

Main Menu
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キックオフ

「ホーム」から「キックオフ」を選択して試合を開始し、コンピューターが操作する相手に腕を試しましょう。操作設定、国や地
域、ライバルの国や地域を選択してください。試合の開始前には、試合設定、チーム、ゲーム設定もカスタマイズできます。

試合の前のウォーミングアップとして、スキルゲームをプレイできます。試合開始の準備ができたら、START ボタンを押してスキ
ルゲームを切り上げ、試合を開始しましょう。

試合の進め方

新しくゲームをプレイするときは「アシスト」を有効にすることをお勧めします。「アシスト」を有効にすることで、動きの
方向や強さに補正が加わります。例えば、パスの強さはアシストにまかせ、パスの照準は自分が行う、などの設定をすること
ができます。アシストをカスタマイズする前に、Yボタンを押してください。「アシスト」は補正の範囲を狭めた「セミアシ
スト」に設定することも、一切補正がない｢手動」に設定することもできます。

アシスト

Play a Match  Kick off 
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■�試合データ
試合中にSTART ボタンを押して「試合データ」を選択すると、いつでもそこまでの試合の詳細を確認できます。現在のスコアや、
両チームのゴール数、枠内シュート、支配率などのデータが表示されます。自分達の強みと弱点を確認して、勝利を目指しましょ
う！左トリガーか右トリガーを押すと試合イベント画面に切り替わります。ゴール、カード、負傷、選手交代のデータが表示される
ので、詳細を確認して、全選手が最高の働きをしていることを確認しましょう。

●�選手のパフォーマンス
試合後に、ポーズメニューから「選手のパフォーマンス」を選ぶと、各選手のシュート、パス、走行距離、タックル、ポジショニング、ボール保持
のデータを確認できます。相手チームの選手のデータを確認して、警戒してマークすべき相手を決定しましょう。

●レーティング
選手のパフォーマンスを簡単に確認するには、ポーズメニューから「レーティング」を選択してください。得点者や、各選手のパス数を確認す
ることで、チームとして改善すべき点がわかるでしょう。また、相手のパフォーマンスを確認すれば、相手の強みや弱点を確認することもでき
ます。

■�チームマネジメント
強い相手に勝利するためには、チームを素早く適応させなければなりません。試合中ならいつでも、START ボタンを押してポーズ
メニューを開き、「チームマネージメント」を選択してチームのプレイスタイルを変更できます。

●チーム編成
ピッチ上の選手のポジションを変更します。カーソルを選手に合わせて、Aボタンで選択し、次の選手にカーソルを合わせてAボタンを押せ
ば、選手のポジションを入れ替えることができます。右スティック ボタンで選手の能力や情報などを含んだ経歴を確認できますので、選手の
ベストポジションを決定する時に役立ててください。

●システム
チームのシステムを変更します。システムを選んでAボタンを押し、デフォルトのシステムを決定するか、Xボタンで編集して、カスタムシス
テムを作成してください。

Play a Match  Kick off 
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●カスタム戦術
試合中に特定の種類のプレイを行いやすくするため、チームの戦術をカスタマイズしましょう。戦術を選んで、動きの自由度や守備戦術など
を調整してください。戦術を決める際に、画面上部でプレイを確認して、Yボタンで各データについての情報を確認できます。

●クイック戦術
方向パッドC、方向パッドV、方向パッドZ、方向パッドXに戦術を割り当て、ピッチで簡単に戦術を実行できるようにしましょう。

●キッカー選択
選手の役割を確認し、Aボタンでそのポジションに適した選手を選択しましょう。右スティック ボタンで選手の経歴を確認できます。能力を確
認して各選手の強みと弱点を調べ、その選手のスキルが有効に使えるポジションを選択してください。

●マンマーク
マークさせる選手を設定し、守備を強化しましょう。相手の強力なストライカーや、快速ウィングをマークしてください。試合中にしっかりマー
クさせるには、選手を選んでから相手チームの選手を選び、右スティック ボタンで両選手の能力を比較しましょう。あなたの選手に、マークで
きる能力があることを確認してください。

■�インスタントリプレイ
インスタントリプレイは試合中の最も記憶に残る瞬間をセーブし、いつでも好きな時にその興奮を再現できます。お気に入りのシー
ンの際に、画面の指示を受けてYボタンを押すとインスタントリプレイがセーブされます。リプレイの撮影対象、角度、ズームなど
は、ハイライトをセーブ、アップロードする前に編集できます。ゲーム中の素晴らしい瞬間をいつでも再生して、スリルを再び味わ
いましょう。リプレイシアターには、ハイライトを50シーンまでセーブできます。

Play a Match  Kick off 
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■�ポーズメニュー
試合中にSTART ボタンを押すと、いつでもポーズメニューが開きます。

再開

インスタントリプレイ

試合データ

設定

試合終了

チームマネジメント

Play a Match  Kick off 
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キャプテンモード

キャプテンとして、チームを率いてワールドカップで勝利を目指しましょう。 「プレイ」から「キャプテンモード」を選ぶか、
「ホーム」パネルから「新しいキャリア」を選択してプレイを開始します。親善試合からワールドカップ本大会まで、試合をこな
して能力を高め、パフォーマンスによって決まるチーム内の序列を上昇させましょう。監督の信頼を受けてトップに登り詰め、ワ
ールドカップでナショナルチームのキャプテンを務めましょう。

オフラインゲームモード

■�設定
キャプテンモードでFIFA World Cup™をプレイするユーザー数を選択できます。このローカルマルチプレイモードでは、4人までの
プレイヤーが遊べます。各プレイヤーは、現実世界の好きなサッカー選手を選択するか、自分で選手を作成してトップを狙います。

選手を新しく作成する際、ゲームフェイスをあなたそっくりにできます。www.easportsfootballclub.com へあなたの写真
をアップロードし、アバターを作成してゲームフェイスを作りましょう。FIFA World Cup™に戻ったら、アバターを自分の
プレイヤーキャラクターにダウンロードしてください。

現実世界の予選スケジュールに基づいた試合を選ぶか、試合をカスタマイズして違う相手と戦いましょう。スケジュールを確認した
ら、ワールドカップへの旅が始まります！

ゲームフェイス

Offline Game Modes 
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■�セントラル
選手とスケジュールを設定したら、「キャプテンモードセントラル」へ移動してください。ここから試合をプレイし、ワールドヘッ
ドラインと順位をアップデートします。右スティック ボタンでカレンダーを確認し、試合予定と練習予定を確認しましょう。

●試合開始
試合開始を選んで次の試合をプレイします。ランクを上げてチームをワールドカップへ導くために、勝利を重ねていきましょう。

試合をスピードアップしたい場合は、試合中にSTART ボタンでポーズメニューを開き、「交代を要請」の下にある「試合の残
りをシミュレート」を選択してください。試合の残り時間をシミュレートして、短時間で試合を終了させることができます。

[ 操作 ]
キャプテンモードでは現実の選手のようにプレイします。タイミング良く走り込み、ボールを要求して、敵の動きに対応します。ただし、選手1
人だけを操作していても、チームに勝利をもたらすことはできません。サッカーはチームワークが全てです。ピッチ上では、ボールを所持して
いない時に下記のような指示を出すことができます。

パス／クロスを要求する

ロブパス／クロスを要求する

スルーパスを要求／指示する

シュートを打たせる

ディフェンダーを呼ぶ（守備時のみ）

ポジションに移動する（攻撃時／守備時とも）

試合のシミュレート

Offline Game Modes 
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[ トレーニング ]
試合がない時はトレーニングセッションが入ることも多くあります。特定のスキルを練習しましょう。各トレーニングセッションには、シュートや
パスなどテーマがあります。また、次の大きな試合までに、課題を絞って練習することもできます。
インターセプトは得意でも、チームメイトへのパスが苦手だったり、ボールを失わないようにドリブル中の操作を改善したり、トレーニングによ
ってあなたの能力を伸ばし、選手としてのスキルを高めていきましょう。

●試合のアップデート
大陸間プレイオフや各種予選など、重要な試合の日程と結果を確認できます。

●順位
予選とワールドカップ本大会の、グループの順位を確認できます。

●ライバルの順位
あなたとライバルの順位を確認できます。

Offline Game Modes 
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■�トーナメント
世界での順位を更新し、「トーナメント」からトーナメントカレンダーを確認できます。有力チームや気を付けたほうが良いライバ
ルを確認できます。

●カレンダー
カレンダーから、過去の試合や今後の試合、トレーニングセッションの予定を確認できます。

●順位表
ワールドカップ本大会や予選のグループ順位を確認できます。

●データ
重要な試合での、選手の成績を確認できます。得点王、アシスト、無失点試合、イエローカード、レッドカードなどが含まれます。チームスタッ
ツを選ぶと、ワールドカップ本大会や予選のチームごとに、選手のデータを確認できます。

●日程&結果
大陸間プレイオフや各種予選、国際親善試合など、試合の日程と結果を確認できます。

●設定
試合、カメラ、表示、音声、ゲームプレイなどの設定を調整できます。

■�ランク
現在のランキングを確認できます。左スティック ボタンで、ランキングの該当箇所へ移動します。

Offline Game Modes 



27

Offline Game Modes 

実際の予選のような長い道のりに挑み、ワールドカップへの切符を手に入れましょう。予選の試合を戦い、選手の調子を管理して
練習の重要な決定を行い、チームをトップコンディションに保ってください。

本大会に進出したら、強敵を相手にワールドカップを制覇しましょう。 チームの管理が成功の鍵です。各試合の後には、選手の能
力をチェックして練習で改善してください。選手のスキルを高く保ち、試合の日に備えましょう。

本大会シナリオで国際試合を戦い、現実の本大会を体験しましょう。ワールドカップが開始された後に利用できます。このモード
では、現実の試合に即したシナリオをプレイします。新シナリオが最新の試合に合わせて毎日登場します。各シナリオの3つの目標
を達成して、ワールドカップを手にするまでの戦いを描き直しましょう。

「プレイ」から「スキルゲーム」を選んで、試合の合間にムーブを覚えてスキルランキングに入りましょう。スキルを選択して、
練習中に操作したい選手を選択し、ムーブをマスターしてブロンズレベルからゴールドレベルを目指してください。目標レベルに
達した後も、さらに練習してスコアを高められます。もしくは、次のレベルに進んでください。

現実の予選をベースにしたシナリオをプレイして、歴史を書き換えましょう。各地域にはいくつかシナリオがあり、各シナリオに
はメイン目標1つとサブ目標2つがあります。地域を選んで挑戦を始め、目標を達成しましょう。 地域のシナリオを完了すると、達
成率が上昇します。

2014 FIFA World Cup BrAzIl™

ストーリー・オブ・ファイナルス

スキルゲーム

 ブラジルへの道

 FIFA World Cup™への道
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オンラインプレイ

ブラジルの公式スタジアムでオンラインの試合を行い、リオデジャネイロを目指しましょう。 進行状況はブラジルの地図に記録さ
れ、残り試合や都市で稼いだポイントなども確認できます。

リオデジャネイロへの道

■�セントラル
「セントラル」からは、ブラジルで行われる試合をプレイし、結果を確認できます。

●試合開始
他のFIFA World Cup™プレイヤーと、オンラインで対戦できます。国とユニフォームを選択し、試合開始前にチーム編成を変更したければ

「チームマネージメント」を選択してください。相手を探す準備ができたら、「検索」を選択してください。チームのレベルとディビジョンに合
わせて対戦相手を探しますが、検索前にマッチメイキング設定から望ましい検索方法を選択できます。

●履歴
成績を閲覧して、解除した都市や都市の説明、対戦成績、総合スタッツを確認できます。

●現在の都市
現在の都市での試合を確認するか、地図でブラジルの都市やスタジアムの場所を見ることができます。現在の都市で残った試合や、獲得し
たポイントが表示されます。

■�ランキング
現在の都市での試合を確認するか、地図でブラジルの都市やスタジアムの場所を見ることができます。現在の都市で残った試合
や、獲得したポイントが表示されます。

Online Play 
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オンライン対戦で他のFIFA World Cup™プレイヤーと戦い、ワールドカップの本大会をプレイしましょう。国や地域を選んで開始
してください。

オンライン�FIFA�ワールドカップ™

■�セントラル
●トーナメント開始
ワールドカップのトーナメントに参加し、ワールドカップの栄光を目指して対戦相手と戦ってください。ユニフォームを選んで試合を開始しま
す。チーム編成を変更したければ、「チームマネージメント」を選択してください。「マッチメイキング設定」では、望ましい検索方法を選択で
きます。ワイヤレスコントローラ設定では、コントローラの設定とアシストを変更します。準備ができたら、検索を選びましょう。

●自己ベスト
総合記録、最近の試合、ワールドカップでの勝利を確認できます。

●2014�FIFA�World�Cup™�
最高位を確認し、コミュニティ平均と比較しましょう。グループステージ中はグループ順位を確認できます。ノックアウトラウンドでは、トーナ
メント表を閲覧できます。

Online Play 
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■�チーム編成
チームを準備して、大会を制覇しましょう。ここでは戦術をXbox 360 コントローラーに割り当て、システムを変更し、選手のポジションの交
換が行えます。画面右側からチームのシステムの画像を選ぶと、現在のシステムが表示されます。ここからは、選手のポジションを変更でき
ます。選手を選んで、画面右側に表示される能力を確認しましょう。2人の選手のポジションを交換するには、選手を選んでAボタンを押し、
2番目の選手を選んでもう一度Aボタンを押します。

●フォーメーション
試合開始時のフォーメーションを選択します。オプションを選ぶと、画面上部にレイアウトが表示されます。

●キッカー選択
選手の一覧と、ピッチ上での役割を表示します。選手を選んで右スティック ボタンを押すと、選手の情報や様々な能力を含む選手の経歴が
表示されます。 この詳細を参考にして、選手のスキルが最も有効に働くポジションを決定しましょう。
選手の役割を割り当てる準備ができたら、役割を選んでAボタンを押してください。そのポジションを務めたい選手を選び、もう一度Aボタ
ンを押すと、その役割に割り当てられます。

●クイック戦術
方向パッドC、方向パッドV、方向パッドZ、方向パッドXに戦術を割り当てましょう。試合中簡単に戦術を実行できるようになります。

■�ランキング
総合ランキングで、オンラインワールドカップ全体のランキングを確認できます。また、フレンドランキングでフレンドのランキングやカップ戦
成績を確認することもできます。

フレンドと対戦して、5試合のシーズンをプレイしてポイントを争います。シーズン終了時に、ポイントが多かったプレイヤーがト
ロフィーを獲得します。

オンラインフレンドリー

Online Play 
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