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はじめに 

スポーツにおいて、有利な状況にいた選手（チー

ム）が、ある局面を境に、追い詰められ、逆転を許し敗

退することや、不利な状況に追い込まれていた選手

（チーム）が、ある局面を境に、息を吹き返し、勝ちを納

めることは、どのような競技においても存在する。しか

し、このような現象は、頻繁に見られる現象ではなく、

特別な現象である。卓球は、ラケットスポーツの中でも

特に近距離でボールを打ち合うスポーツである。その

ため、選手間の距離が短く、相手の表情や行動をしっ

かりと認識することができる。競技中において、相手の

表情や行動は、相手の心理面を把握するひとつの目

安となり、勝敗を左右する要因ともなると考えられる。 

本研究は、卓球における逆転勝ち、逆転負けが起

こる局面において、人間の行動やしぐさが影響してい

るのではないかと考えた。そのため、試合中の行動・し

ぐさの分析によって、卓球における逆転現象を明らか

にし、試合を有利に進める要因を考察する。 

 

・Ⅱ 分析の視点と概要 

・Ⅱ-1 逆転現象の定義 

本研究を行うにあたって、卓球における逆転現象を

以下の３点に定義する。（５セットマッチの場合） 

（Ａ）１セット内で４点差以上の逆転勝ち、逆転負け 

（Ｂ）１セット内で試合の終盤、８－１０、７－９の逆転勝

ち、逆転負け 

（Ｃ）１試合内でセットカウント０－２、１－２からの逆転

勝ち、逆転負け 

・Ⅱ-2 リストの作成 

選手の試合中の行動を分析するにあたり、卓球独

特の行動やしぐさがあると考え、行動・しぐさのリストを

独自に作成した。作成した手順、リストは以下の通りで

ある。 

①対象試合からの６試合を、著者と２人の協力者（Ｉ大

学卓球部員・経験年数６年以上・男女・各１名）で観察

し、ラリー終了後の選手の行動・しぐさを書き出す。（Ｋ

Ｊ法） 

②書き出した行動・しぐさを、似ている行動ごとに分類

し、先行研究である文献１）を基に、ポジティブ行動とネ

ガティブ行動に分ける。この時、ポジティブ行動とネガ

ティブ行動のどちらにも分けられなかったものを、空き

時間を埋める行動と判断し、本研究では、そのような

行動をスペース行動とした。 

③分別した行動・しぐさが、どのような動作のことをいう

のかをまとめる。 

 

表１ 試合中の行動・しぐさリスト 

ポジティブ行動 

①威圧する ②ガッツポーズをする ③味方にガッツ

ポーズをする ④「ヨシッ！」と声を出す ⑤自分を励

ます ⑥ポーカーフェイス 

ネガティブ行動 

⑦落胆する ⑧自分にいらだつ ⑨ミスを悔やむ 

⑩天を仰ぐ ⑪味方に助けを求める 

スペース行動 

⑫素振りをする ⑬体をほぐす ⑭周りを見る 

⑮間合いをはかる ⑯汗を拭く ⑰顔をさわる ⑱謝る

 

・Ⅱ-3 方法 

対象試合を、作成したスコアシートに、平均ラリー数、

得点経過を記入する。また、行動・しぐさのリストを基に、

ラリー終了後から次のサービス動作にはいるまでの、

選手の行動・しぐさを記入する。分析項目の記入後、

集計し、分析する。 

 

・Ⅱ-４ 対象 

スカイパーフェクＴＶ：卓球・バトミントンチャンネル・

７５２ｃｈで放送された、第３６回全国中学校大会 ２００

５年８月２０～２２日・第７４回全国高等学校卓球大会 

２００５年８月８日～１２日の男女団体のシングルスと男

女シングルスから、録画できた全４６試合の内、[Ⅱ－１ 

逆転現象の定義]に当てはまる１９試合とする。 

 

・Ⅲ 対象試合の全体的傾向 

・Ⅲ－１ 平均ラリー数 

 逆転現象の起きた試合全体を、平均ラリー数で比較

した。この際、高校男子にはカット型が含まれているた

め、中・高男子の比較は高校男子攻撃型とする。平均

ラリー数で違いが見られたのは、高校男子と中学男子、

中学男子と中学女子、攻撃型・カット型の戦型別であ

る。 
表２ 違いが見られた平均ラリー数 

中学男子 高校男子 ｐ 

3.69 回 5.49 回 0.017  

中学男子 中学女子   

3.69 回 4.71 回 0.021  

攻撃型 カット型   

5.21 回 8.67 回 0.008  

(p＜.05) 
 
・Ⅲ-2 行動・しぐさ 

逆転現象の起きた試合全ての行動・しぐさを分析し

た結果、中学生男女と高校生男女では⑦⑮、中・高男

子と中・高女子では⑤⑨⑩⑬⑯⑰⑱、高校男女では

⑦⑨⑩⑯⑰、中学男女では①⑬⑰⑱、中・高男子で

は⑦⑮⑱、中・高女子では⑰⑱に有意な差が見られ

た。以上のことから、行動・しぐさには中学生・高校生と

いう年代の違いよりも、男子・女子という性別の違いの

ほうが、有意な差が見られることが分かった。(p<.05) 

 

・Ⅳ 逆転現象の考察 

・Ⅳ-1 逆転現象前後の平均ラリー数 

中学生男女・高校生男女の逆転現象前後の平均ラ



リー数を分析した結果、逆転現象が起こる時には、平

均ラリー数は増加する傾向が強かった。また、点差が

大きく開いている時の逆転や試合終盤の逆転時には

平均ラリー数が減少する傾向が見られた。 

・Ⅳ-2 逆転現象中の行動・しぐさ 

逆転現象中の行動・しぐさの分析を３つの局面に分

けて分析した。 

ａ）逆転前局面 

逆転前はそのセット内で最も点差がついた時からその

点数を含む前の点数までの局面の行動・しぐさ。 

ｂ）逆転中局面 

逆転中は開いた点差が同点になった点数を含む前の

点数までの局面の行動・しぐさ。 

ｃ）逆転後局面 

逆転後はそのセットが終わった点数と前の点数の行

動・しぐさを逆転後の行動・しぐさでデュースの場合は

最後の２点分とした。このように、試合中の行動・しぐさ

を逆転前・後、逆転前・中、逆転中・後の３局面の、逆

転した人とされた人で比較したところ、男女で特徴が

見られた。（表３） 

 

表３ 逆転前・中・後局面での行動・しぐさの特徴 

 

逆転前後においては、逆転した人が男女とも逆転

後にはガッツポーズをとったり、声を出したりすることが

多くなっている。逆転された人は、男女とも逆転後に、

ネガティブな行動が増加している。 

また、逆転前・中においては、逆転した人は男女と

も積極的にプレーしようとする意識が高まっていた。し

かし、逆転された人の場合、男子にはネガテイィブ行

動が増加し、ポジティブ行動が減少するという特徴が

見られたが、女子には見られなかった。そのため、逆

転前・中の行動・しぐさは男子においては関連性があ

るといえる。 

逆転中・後においては、男子には、逆転した人は間

合いをはかったり、汗を拭く行動が減少する。逆転され

た人は自分にいらだつ行動が増えるという特徴が見た

れたが、女子には特徴が見られなかった。そのため、

男子においては逆転中・後の関係性はあるといえる。 

 

・おわりに 

以上のことから、逆転現象時には以下の２点がいえ

る。 

①ラリー戦を制する・制されること、凡ミスが増えること

が逆転のきっかけになる。 

逆転現象が起こる時には、平均ラリー数は増加する

傾向があり、逆転を起こすためには、１本でも多く相手

に返すことが大切である。特に、カット型の選手が逆転

勝ちをする時は、ラリー数が増加する傾向があり、逆転

負けをする時は減少する傾向がある。このことから、カ

ット型において平均ラリー数の増加は大きく関係して

いるといえる。 

また、点差が大きく開いている時の逆転、試合終盤

での逆転時には平均ラリー数が減少する傾向が見ら

れた。大きく点が開いている時や試合終盤に、レシー

ブミスやサービスミスなどの凡ミスをしてしまうことで相

手に逆転のきっかけを与えてしまう。ビハインドからの

セットカウントの逆転を起こすためには、ラリーを増加さ

せることがきっかけになる。 

②試合中の特徴的な行動・しぐさの把握は、試合を有

利に進める要因となる。 

試合中には特徴的な行動・しぐさが存在する。試合

を有利に進めるためには、男女の行動・しぐさの違い

を把握し、相手の行動・しぐさから心理を読み取りとる

ことが大切である。 

逆転現象を分析すると、ラリー数と行動・しぐさともに

関連性が高い。そのため、ラリー数が増加してきた時

や、相手が強気になってきたなと感じた時は、注意が

必要である。また、相手が乗っていると感じた時は、自

分自身も声を出して弱気なそぶりを見せないことが必

要である。 

局面の行動・しぐさの分析によって、選手自身が相

手の精神状態の把握を行い、作戦に生かすことも可

能である。また、監督やベンチコーチなどの第三者が

精神状況を把握し、アドバイスに生かし、選手の気持

ちを切り替えさせることもできるであろう。 

今後は、データのサンプル数を増やし、より精度を

上げ、実際のゲームで効果が得られるのかを検討して

いく必要がある。 
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  逆転した人 逆転された人 

逆転前・

後 

増加し

た行動 

減少し

た行動 

増加し

た行動

減少し

た行動

男子 ②④ ⑧⑨⑭ ⑧⑩⑫ ②③④

女子 ②④ ⑨ ⑧⑨⑩   

逆転前・

中 

増加し

た行動 

減少し

た行動 

増加し

た行動

減少し

た行動

男子 
①②④

⑥⑮ 

⑦⑧⑨

⑫⑰ 

⑦⑧⑨

⑫⑰ 

①②④

⑥⑮ 

女子 ②④⑯ ⑨ 差は見られない 

逆転中・

後 

増加し

た行動 

減少し

た行動 

増加し

た行動

減少し

た行動

男子   ⑮⑯ ⑧   

女子 差は見られない 差は見られない 


