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１．緒言 

テニスのショットの種類は大きくサーブ、スト

ローク、ボレー、スマッシュの４種類に分けられ、

試合においてそのすべてが欠かせない重要な要素

になっている。サーブだけが得意でも、ストロー

クだけが得意でも試合に勝つことは難しいし、逆

にすべてが平均していると簡単には負けないこと

が多い。つまり勝つためにはすべてを平均して練

習していく必要があるが、現状ではストローク中

心の練習になっていることが多い。 

また、テニスが今日行われているようなルール

になったのは 100 年以上前になり、時代によりさ

まざまなプレイスタイルの変化があった。 

そこで本研究では、テニスの歴史に着目し、テ

ニスの起源と時代時代のプレイスタイル及びプレ

イヤーについて明らかにするとともに、世界のト

ップで戦ってきた松岡修造を取り上げ、ビデオに

よりその指導法を分析し構造を明らかにすること

を目的とした。 

 

２．研究方法 

２－１ 文献研究およびインターネットによる情

報収集 

２－２ ビデオ分析 

松岡修造の出したビデオ（松岡修造と Let’s 

Enjoy  Tennis！）による練習法、指導法の分析 

・松岡修造について 

 10 歳で本格的にテニスを始め、高校 2 年のとき

にテニスの名門である柳川高校に編入。同年高校

総体で単・複・団体で三冠を達成。その後、高校

を中退し、フロリダ州にあるハリーホップマン・

テニス・キャンプに参加。1986 年、パーマーアカ

デミーを卒業後プロに転向する。 

1988 年、世界ランキングトップ 100 を破り、世

界のトッププロの仲間入りを果たす。1992 年には

世界ランク自己最高の 46 位にまで上げた。1995 年

のウインブルドンでは準々決勝でサンプラスとの

対戦に敗れはしたものの、日本人男子として 62 年

ぶりにベスト 8 進出の快挙を成し遂げた。1996 年

のウインブルドンでは 2 回戦のミヒャエル・シュ

ティッヒ戦で長年の夢であったセンターコートで

の試合がついに実現した。1998 年、ジャパンオー

プンを最後にプロツアーを卒業。同時にジュニア

育成とテニス界発展のためにテニス活性化プロジ

ェクト「修造チャレンジ」を設立。 

 その他、日本テレビ『Sports Max』のキャスタ

ーを 5 年間つとめ、また、長野オリンピック、シ

ドニーオリンピック現地レポーターや、2002 年ソ

ルトレイクオリンピックではメインキャスターと

して活躍した。2001 年テレビ朝日『福岡世界水泳』、

2002 年『パンパシフィック水泳』、2003 年『世界

水泳バルセロナ』の番組進行役としても抜擢され

るなど、現在も幅広い分野で活躍中。 

 

３．本論 

３－１ テニスの歴史 

１．テニスのルーツは、古代ローマ時代のトリゴ

ンという競技で、トリゴンが現代のいくつかの

競技に変化し発展していったなかの一つにテニ

スが含まれていたとされている。 

２．13 世紀のフランスに登場したジュ・ド・ポー

ムが近代テニスの前身とされており、それまで

のゲームとの違いは競技場を設定したことであ

る。 

３．15 世紀の終わりにフランスで最初のプロが誕

生した。プロになるためには試験があり、2人の

マスターを破ることと、ボールやラケットの製

作等が課題であった。 

４．1873 年、ウイングフィールドが発明したスフ

ァイリステイクが近代テニスの原型とされてい

る。 

５．グランドスラム大会である全英オープン選手

権大会は 1877 年、全米オ－プン選手権大会は

1881 年、全仏オープン選手権大会は 1891 年、全

豪オープン選手権大会は1905年にそれぞれ第一

回大会が開催されている。 

６．1878 年、アメリカ人のリーランドがローンテ

ニスを紹介、指導したことが日本のテニスの始

まりである。 

７．日本で最初の競技説明書は坪井玄道の「戸外

遊戯伝」である。 

８．軟式テニスは坪井玄道が三田土ゴム会社にゴ

ム球の製造を依頼したことにより生まれた。 

９．熊谷一弥、清水善造、柏尾誠一郎の海外での

活躍により日本テニス界は硬式が盛んになって

いった。1920 年、ベルギーのアントワープオリ

ンピックに熊谷は柏尾と出場し、日本オリンピ

ック史上初のメダリストとして単・複で銀メダ

ルを日本にもたらした。 

10．スペンサー・ゴアのプレイスタイルは、ボレ

ーによる攻撃的なテニスであった。第１回全英

オープン選手権大会もボレーにより優勝を手に

している。 

11．ロビングはフランク・バードがゴアに勝利す

るために考え出したものである。そしてそのロ

ビングにより第 2 回全英オープン選手権大会に

見事優勝している。 

12．スザンヌ・ランランのプレイスタイルはボー

ルコントロール重視の集中力タイプであった。

また、5年間 1度もダブルフォールトをしなかっ

たといわれている。 

13．ウィリアム・チルデンは初めてのオールラウ

ンドプレイヤーで、10 年間世界ランキング 1 位

という記録を樹立した。 



14．ドン・バッジは 1938 年、史上初のグランドス

ラムを達成した。また、1953 年にはモーリン・

コノリーが女子初のグランドスラムを達成して

いる。 

15．第二次世界大戦後のオーストラリアの選手   

は芝のコートで育ったためフラットとスライス

が中心のサーブ＆ボレーのプレイスタイルで、

すばらしいネットプレイヤーが多かった。 

16．クリス・エバートはバックハンドを両手で    

打つ完璧なベースラインプレイ、マルチナ・ナ

ブラチロバはサウスポーの完璧なネットプレイ。

彼女たちの試合はネットプレイ対パッシングと

いうスリリングなゲームが多かった。 

17．1995 年、伊達公子は WTA、世界女子ランキ    

ング 4 位にランキングされるという快挙を成し

遂げた。 

18．現在、日本女子のトップに立っている杉山    

愛は 1999 年の全米ミックスダブルス、2000 年の

全米ダブルス、2003 年の全英ダブルスでそれぞ

れ優勝している。 

19．テニスの歴史年表 

古代ロー

マ時代 

テニスのルーツであるトリゴンという

競技が行われていた。 

13 世紀 フランスでテニスの前身であるジュ・

ド・ポームが登場する。 

15 世 紀

半ば 

イタリア全土に広がる。 

15 世 紀

末 

フランスでテニスのプロが誕生する。 

16 世紀 イギリス全土に広がる。 

1873 年 ウイングフィールド少佐により近代テ

ニスが確立される。 

1874 年 メアリー・アウターブリッジにより、ア

メリカにテニスが伝わる。 

1877 年 第一回全英選手権大会が開かれる。 

1878 年 日本にテニスが紹介される。 

1881 年 第一回全米選手権大会が開かれる。 

1885 年 日本で最初の競技説明書「戸外遊戯伝」

が出版される。 

1890 年 軟式テニスが誕生する。 

1891 年 第一回全仏選手権大会が開かれる。 

1900 年 第一回デビスカップが開かれる。 

1905 年 第一回全豪選手権大会が開かれる。 

1963 年 第一回フェドカップが開かれる。 

1973 年 第一回全日本選手権大会が開かれる。 

３－２ ビデオ分析の考察 

ビデオの松岡修造の指導法・練習法を分析した

ところ、一般の指導法・練習法とほとんど変わら

ない部分もあった。テニスの基本であるサービス、

リターン、ストローク、ボレーに加え、アプロー

チショット、パッシングショットなどを打つとき

の注意点やその理由、またそれぞれのショットの

打ち方の指導法はほぼ一般の指導法と同じであっ

た。しかし、重心を意識して動くことや、アプロ

ーチショット・パッシングショット・ロビング・

ドロップショットの呼吸法（発声法）というのは

一般の指導法にはあまり扱われておらず、松岡修

造流の指導法と言えるべきものである。そしても

う一つ松岡修造流の指導法として「軌道の逆算イ

メージ」が挙げられる。 

テニスで良いボールを打つということを考えた

ときにこの松岡修造の指導法では重心を意識して

ボールを打つということを非常に大事にしている。

実際、テニスの上級者は重心を安定させてボール

を打っている人が多く、重心がしっかり取れてい

るために少々おかしなフォームでも力の入った良

いボールを打つことができている。しかし逆にい

くらフォームが良くても重心が安定していない人

はなかなかいいボールを打つことはできていない。

一般的にはフォームを重視し指導する傾向にある

が、ある程度のフォームができたらそこからの指

導は重心やステップの指導を行う方がよいだろう。 

松岡修造の呼吸法（発声法）は力が入りすぎた

状態を解いてくれるという効果に加え、それぞれ

のショットの特徴を的確にとらえ、イメージをと

らえることができるように工夫してある。重心と

同じように、呼吸法（発声法）も指導に取り入れ

ていくと共に、上の 4 つのショット以外にもパタ

ーンを考えると面白いのではないだろうか。 

 「軌道の逆算イメージ」というのは、打ちたい

ところと自分の位置をインプットし、そのための

中間点をネットとして考え、ネットを越えるとき

のボールの高さがどのくらいであれば良いのかと

いうことをイメージしてから打つという方法であ

る。松岡修造はすべてのショットにおいてこの「軌

道の逆算イメージ」を使い指導していた。「軌道の

逆算イメージ」を意識することによりボールが浅

くなったりアウトしたりということも減り、狙っ

たところに打つことができるのである。 

松岡修造の指導法と一般の指導法との一番の違

いは、フォームにはあまりこだわらず、テニスの

すべてのショットで大切になる重心を基本として

指導している点であるといえる。 

 

４．まとめ 

１．近代テニスは 1873 年に英国で始まり、現    

在までグランドスラム、デビスカップ等で頂点

を構成している。 

２．プレイスタイルはウイニングショットを生   

み出し、現在フェデラーのオールラウンドに至

っている。 

３．松岡式指導法は重心・呼吸法（発声法）・     

軌道の逆算イメージの 3 つによって構成されて

いる。 
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