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．目　的

テニスにおけるサービスはゲームの始まりに用いら

れる技術であり，試合の勝敗に大きな影響を与える．

ファーストサービスの成功率は勝者の方が高く，サー

ビススピードが高い選手ほどファーストサービスでの

ポイントの取得率が高い （足立，1999）．試合を有利に

進める上でサービススピードはとても重要な要素とな

る．そのため，指導現場において多くの選手がサービ

ス改善に取り組んでいるが，その改善過程を調査し

た研究は見られない．また，大きなサービススピード

の獲得には，より大きなラケットヘッドスピードの獲

得が必要であり，先行研究では肩関節の内旋角速度

（Springings et al., 1994 ; Elliot et al., 1995; Gordon et al., 

2006），および肩関節内旋トルク （小池ら，2011） が大

きな貢献をしていることが報告されている．しかし，

著者が指導してきたサービスに問題を抱える選手の多

くは，主に肘関節の伸展動作や肩関節の伸展動作，体

幹の屈曲動作等，上述した肩関節の内外旋動作以外の

動作を中核的動作として，ラケットヘッドスピードが

大きくならない，ラケットヘッドスピードの獲得と引

き替えに打点やスイングが不安定になりコントロール

が失われている例が多いと考えられる．本研究の目的

は，サービスの技術トレーニングの経過について客観

的なデータと質的なデータからその変容を事例的に明

らかにすることで， 今後のサービス指導における基礎

的資料を得ることとした．具体的には，サービス動作

の中核的動作が肘関節伸展動作と思われる大学生女子

選手 1名を対象に，ラケットヘッドスピード獲得に重

要な肩関節内旋動作を指導することで，「中核的動作

を肘関節伸展動作から肩関節内旋動作へ移行するこ

と」を課題とし，その習得過程における動作の変容

と，その際の内的な運動感覚やサービスに対する意識

の変化について縦断的な調査を行った．

．方　法

1．被験者

被験者は，著者らが指導している全日本学生ランキ

ング10位以内 （2012年12月時点） の女子選手 1名 （以

下A選手） であった．事前に本研究の目的や意義，方

法および実験の際の安全性などを十分に説明し，協力

の同意を得た．A選手のサービスの特徴について，著

者は肘関節の伸展動作が中核的動作で，ラケットを

ボールに当てに行くようなフォーム（羽子板打ちのよ

うな迎えに行く動作）であると考える．特にコント

ロールが必要な場面では，ラケットを振れずにボール

を置きにいく格好となり，相手選手に攻撃の機会を与

えることも多く，ラケットをしっかり振る技術の獲得

が重要であると感じていた．

2 ．トレーニング方法

A選手の大会スケジュールに合わせ，トレーニング

期間をA，B，Cの3期設定した （図 1）．期間Aは 1ヶ

肩関節の内外旋動作の改善に着目したテニスのサービス改善について
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図 1　本研究期間における大会スケジュールとトレーニングスケジュールおよび調査期間
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トサーブを行わせた．その際被験者の身体各部23ヶ所

およびラケット （5点） に反射マーカーを貼付し，3次

元自動動作分析装置 （Vicon MX，Vicon社製，カメラ

12台，500Hz） を用いて動作中の各マーカーの 3次元

座標を得た．得られた 3次元座標をWells and Winter

の方法によって遮断周波数を決定し，Butterworth 

low-pass digital filterを用いて平滑化した．分析対象と

した試技は，1m四方のターゲットに入り，内省報告

（4段階：1 .全く良くない，2 .あまり良くない，3 .ま

あまあ良い，4 .とても良い）が良かった試技の中で，

最もラケットヘッドスピードが高いものとした．分析

区間は，身体重心高が最も小さくなる瞬間からインパ

クトまでとした．得られた座標データから，ラケット

ヘッドスピード，ラケットヘッドスピードに対する上

肢関節動作の貢献度 （Tanabe and Ito, 2007），関節角度

（肩関節内外転，肩関節水平屈曲伸展，肘関節屈曲伸

展，肩関節内外旋） を算出した．技術トレーニングの

効果をラケットヘッドスピードの向上とこれに対する

肘関節伸展動作および肩関節内旋動作の貢献度の変化

を用いて評価した．

2 ） サービスの際の運動感覚およびサービスに対する

意識

半構造化面接法を用いての調査および著者の指導日

記やメモに記録されていた普段の練習や試合後におけ

るA選手の発言を対象とした．意識調査は図 1の通り

計 4回行い，質問項目は表 2に示した 6項目とし，そ

れぞれ 7件法 （①～④：1 .まったく，2 .打てない （狙

える），3 .あまり，4 .どちらでもない，5 .まあまあ，

6 .打てる（狙える），7 .とても，⑤，⑥：1 .とても，

2 .不安である，3 .まあまあ，4 .どちらでもない，

5 .あまり，6 .不安でない，7 .まったく）で質問した．

その他各項目において意識，注意していること （⑤，

⑥については理由），サービスを打つ際に意識，注意

していることについて質問した．また最終回は，全体

を振り返ってこれまでの変化についても質問した．

．結果と考察

1．サービス動作の変化

ラケットヘッドスピードは表 1の通り漸増した．こ

れに対する上肢関節動作の貢献度は表 1の通り変動し

た．特にトレーニング課題としている肩関節内旋動作

と肘関節伸展動作の貢献度について，トレーニング前

の実験1の結果と男子大学生選手66名を対象とした

Tanabe and Ito （2007） の報告を比較すると，A選手は

月 （夏の試合期まで） と短いため，サービス動作には

直接関与せず，内外旋動作の感覚に慣れることを目的

として「①内外旋動作を含む体操およびストレッチ」，

「②うちわを仰ぐ動作やアメフトボールの投動作等」

を 1時間程度，計 6回行った．この期間のサービス練

習については，一般的な練習方法 （対人での10分程度

の打ち合いと打ち放しによる多球練習） を普段通りに

行った．期間Bについては，試合期中のサービスの調

子を維持することを目的に，適宜著者が必要と判断し

た点について指導を行った．実際に指示した主な内容

は，打点高が低くならないよう「a .お辞儀しない」，

「b .上方に向かってラケットを降ること（ボロテリ，

2005）」，上方でスイングしやすいようフォワードスイ

ング前半時に「c .胸でボールを迎えに行くような感

じで胸を持ち上げる」，また上腕が外旋位に入りやす

いよう胸郭を開くために「d .胸を開く」，胸を持ち上

げようとしすぎることで支持脚が不安定にならないよ

うに「e .地面をしっかり踏む」，「 f .胸を持ち上げる

タイミングをしっかり測る」の 6項目であった．期間

Cでは，サービスにおける上肢の動作を改善するため

に，「③内外旋を強調した上肢の素振り（ラケットを

持ちうちわを仰ぐ動作で素早く切り返す）」，フォワー

ドスイング期における肩関節のトルク発揮に際した筋

出力の感覚習得を目的とした「④フォワードスイング

前半期の動作に徒手抵抗を加えての素振り（振り出し

時にラケットヘッドを手で軽く引っ張り負荷を与え

る）」，「⑤徒手抵抗を加えての打球練習」の 3項目と

普段の対人練習および多球練習であった．これらの練

習の際に意識するよう指示した内容は「g .テイク

バックからフォワードスイングに切り返す際に肘を

90°程度に保ち屈曲伸展の動作を抑えること（手首の

位置を変えないように肩関節の外旋動作により上肢だ

けをひっくり返すとも説明した） （堀内，2006）」と，

「h .遠心力を高まるのを感じること」，「 i .ボールを

狙った方向に抑えつけようとせず，狙った所にスイン

グの方向（高まった遠心力の方向）を向ける」に加

え，期間Bにおいて指導したa .～ f .の計7項目であっ

た．④，⑤の上肢の動作に特化した技術トレーニング

は計 4回行った．

3 ．動作分析および意識調査の方法

1 ）動作分析

図 1の通り計 3回行った．実験室内に設置したテニ

スコートにて，相手サービスエリアのセンター部分に

設けた 1m四方のターゲットに向け，全力でファース
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れる．内旋動作について，期間Cのトレーニング中，

A選手は「楽にエネルギーが高まるのを感じられるの

で，どのように動かせば良いのかイメージしやすい」

と発言し，12月の意識調査では「フォワードスイング

期に肘を90°程度に保っておくことに未だ違和感があ

るが，肘を曲げるよりも速く振れる感じがする」と報

告した．新しい動作を習得するにあたり，自身の身体

をどのように動かすのかという動きの動感を意識させ

るのは勿論であるが，それよりも発生するエネルギー，

力の流れを意識させることは動作の成功の可否を判断

する一つの指標となるため重要であると考える．

2 ．サービスについての意識の変化

意識調査における各項目の結果とその変化を表 2に

示す．「①速くサービスを打てる」の項目では，以前

より速く打てると感じるように変化している．その際

の意識，注意していることは，6月，10月は「打点を

高くする」ことのみで，12月，1月は「打点を高くす

ること」，「上方に振ること」，「トロフィーポーズ時に

脚でしっかり踏ん張り，力を溜める」ことを意識して

おり，脚からのエネルギーを上肢まで伝える感覚が発

生してきたようであった．また，上手く速く打てた際

の感覚について，1月は「“ピュン” とラケットが走り，

スイングがシャープな感じ」，「ボールの重さがなく，

ラケットに当たっている時間が短い気がする」と述

べ，トレーニング前は上手く打てた際でも，「ボールが

肘関節伸展動作の貢献度が高かった．その際の肘関節

の最大屈曲角度は51.3°，肩関節の最大外旋時の水平

内転角度は22.8° （表 1） とフォワードスイング前半期

において，肘関節角度が小さい状態で肘が上胴の前に

位置していた．A選手はこの頃のサービスに対して

「テイクバック時には肘を曲げラケットダウンをする

こと」を意識していると述べており，これが著者のA

選手のサービス動作の印象である羽子板打ちのように

ボールを迎えに行く動作の要因であると考えられる．

また，課題としている内旋動作の貢献度がトレーニン

グ前から高い結果となっている要因について，肘関節

角度が小さいことと肘の位置がかなり上胴の前側に位

置していることで，上腕がより外旋位に入りやすくな

り，内旋動作が起こりやすい状態にあるためと推察で

きる．A選手は自身で「内旋動作を行っている感覚は

なく，特に意識していない」と述べていることからも，

外旋角度が大きくなることで内旋動作が自然発生して

いると考えられる．その後の実験結果では，肩関節最

大水平内転角度は減少し，肘関節の最大屈曲角度も指

導していた内容とほぼ同値となった．肘関節伸展動作

の貢献度は低下し，内旋動作の貢献度は特に実験 2で

高くなった．実験 3では内旋動作の貢献度が低下して

いるが，肘伸展動作の貢献度は低く抑えられていたこ

とから，トレーニング成果が顕著に見られているとい

える．このことから，粗協調 （金子ら，1997，pp.126-

128） の段階ではあるが内旋動作を習得したと考えら

表 1　ラケットヘッド速度に対する上肢関節動作の貢献度と上肢関節角度の変化

6月 11月 1月 Tanabe and Ito （2007）

ラケットヘッド速度（m/s） 37.1 37.5 37.7 38.1±3.8

肩関節内旋（％） 42.7 67.7 41.2 41.1±14.7

肘関節伸展（％） 21.3 －7.5 1.0 3.2±6.0

前腕の回内（％） －2.1 －2.9 0.4 3.6±5.0

手関節掌屈（％） 36.0 33.4 44.4 31.7±7.5

6月 11月 1月

肩関節最大外旋時における肩関節水平内転位（deg） 22.8 13.4 15.1

出現時間（s） －0.03 －0.06 －0.06

ラケットヘッド最下位時における肘関節最小屈曲位（deg） 51.3 93.0 87.6

肩関節最大外転位（deg） 3.1 3.3 12.8

出現時間（s） 0.00 －0.38 0.05

インパクト時における肩関節外転位（deg） 22.5 0.3 5.8

肩関節最大内転位（deg） 24.5 23.8 10.8

出現時間（s） －0.19 －0.19 －0.19

※出現時間：インパクトを 0秒に設定
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る感じが出てきた」，「回転をかけられる感じが強く

なってきた」と，運動遂行の際の感覚が安定してきた

ことを報告した．肘関節伸展動作の抑制および内旋動

作の習得が，速くボールを打てる感覚に変化をもたら

しただけでなく，ラケットヘッドスピードの向上と回

転をかける技術の向上にもつながったと考える．

3 ． 内旋動作の習得過程における上肢関節動作の貢献

度の変化

本研究期間中において，トレーニング課題であった

肘関節伸展動作の貢献度は抑制されたが，内旋動作の

貢献度は実験 2で高くなり，実験 3では再度低下し

た．実験 2と実験 3の間のトレーニング期間は，2週

間のオフがあるものの運動の学習位相においては粗協

調から精協調（金子ら，1997，pp.129-130）へ移行する

時期であると推察される．このような貢献度の変化

は，ラケットヘッドスピードが漸増していることを踏

まえると，A選手の中でラケットヘッドスピードを高

めるための技術が経済的になり修正と洗練化が進んで

いることが考えられる．その中でも最もラケットヘッ

ドスピードが大きい実験 3における掌屈動作の貢献度

がTanabe and Ito （2007） と比較しても高いこと，この

時期のコントロールに関した内省が高いことを踏まえ

ると，この掌屈動作はA選手の動作の個性であること

が考えられる．しかし，今後の経過において変動する

可能性がある．各変動が選手Aのコントロールに関す

る内省やサービスのスキルテストによるコントロール

能力への影響も踏まえて検討していく必要がある．

．まとめ

本研究の結果から得られた知見は以下の通りであ

る．

1）  技術トレーニングの結果，ラケットヘッドスピー

ドが向上し，これに対する上肢関節動作の貢献度

の変化からもトレーニング効果がみられた．

重くラケットに乗る感覚あった」と述べた．「②ボー

ルスピードをコントロールできる」について，小さな

変化であったが，その際の意識として，6月は「ス

ピードをなくすときはスイングスピードを遅くして，

当てに行く感覚」から，10月は「ボールの当たりを厚

くしたり，薄くしたりしてスピードを変えている1）」，

12月，1月は「回転をかけることでスピードを変えて

いる」と報告した．10月のスピードコントロールにつ

いて，6月のようにスイングスピードを遅くすること

はあまり意識しておらず，回転をかけることで少し力

を逃がしており この頃から徐々に回転をかけられる

ような意識が出てきたようである．「⑤試合中の1st

サービスに不安がある」では 6月は「5 .あまり」で

あったが，目標としていた試合結果が得られず，ゲー

ムパフォーマンスが落ち込んでいた夏の試合シーズン

終了後は「2 .不安である」のに対し，全日本室内学

生で上位入賞した後は「3 .まあまあ」，「5 .あまり」

と徐々に不安が解消していた．「⑥試合中の2ndサー

ビスに不安がある」では 6月「3 .まあまあ」から10

月「4 .どちらでもない」，12月「2 .不安である」，1月

「5 .あまり」と変化した．10月は1stサービスについ

ての不安が増加したいたが，2ndサービスについては

「4 .どちらでもない」と1stサービスに比べ不安が少

なかった．これについて，「入れに行くことはでき，

その後のラリー戦に持ち込めば何とかなると感じてい

たのでそこまで不安はなかったと」と述べ，戦術的な

対応によりサービスそのものに対する不安が少なかっ

たようである．12月の調査時は学生の全国大会で良い

成績を残したにもかかわらず，⑤，⑥の評価は低い．

トレーニングを開始してから約 1ヶ月ということもあ

り，「フォームが確実に固まっていないため」，「回転

をかける動きが不安なため」と述べてることからも，

試合の際に技術的課題を持っていることからサービス

そのものに対する不安が生じていたと考えられる．し

かし，1月の調査時には，⑤，⑥どちらも「5 .あま

り」と前回よりも評価が高くなり，「コントロールす

表 2　本研究期間におけるサービスに対する意識

6月 10月 12月 1月

①速くサービスを打てる 3 3 5 5

②ボールスピードをコントロールできる 3 3 4 4

③速いスピードでコースを狙える 3 2 5 3

④スピードをコントロールしてコースを狙える 3 2 3 3

⑤試合中での1st サービスに不安がある 5 2 3 5

⑥試合中での2nd サービスに不安がある 3 4 2 5
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2）  A選手については，技術トレーニング前の肘の伸

展動作時よりも内旋動作習得後の方が，速いサー

ビスを打てる感じが強くなるとともに，回転をか

けてコントロールする感覚を得た．

3）  動作改善および習得の際には，身体を動かす感覚

の他，発生するエネルギーや力の流れを意識する

ことも重要である．

4）  内旋動作習得後，ラケットヘッドスピードに対す

る上肢関節動作の貢献度に変化が見られたこと

は，ラケットヘッドスピード獲得のためのA選手

の動作の個性であることが考えられるとともに今

後変動していく可能性がある．

注　記

 1） 「厚く」，「薄く」はボールのインパクトの際の圧力に関し

て良く使われる表現である．厚い当たりとはインパクトの

圧力が高くしっかりと力が伝わるような当たりに対して，

薄い当たりは，インパクトの圧力が低く力が逃げているよ

うな感覚に対して用いられる．




