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1.  緒言 

競技スポーツを行うには、そのスポーツ特有の体

力や技術が必要である 2)3)。硬式テニスに必要な体

力には、瞬発力やスピード、有酸素性の持久力が

あげられる。技術には、サーブやストローク、ボ

レー、スマッシュなど、それぞれのラケットの振

り方や、力の入れ方、各ショットの正確性がある。

ストロークの正確性 4)についてみてみると、力やタ

イミング、ラケット面の角度を調節して、目標に

ボールを落とすことである。このストロークの正

確 性 の 評 価 に 、 Leuven Tennis Performance 

Test(LTPT)がある 1)。LTPT では、ボール出し機に

よって出されたボールを、マシンの上に設置され

た点灯サインによって示された目標をねらって打

ち、そのボールの速度、精度、エラー率をフォア

ハンドストローク、バックハンドストローク別に

測定することによってストロークの正確性を評価

している。ボールの速度はレーダーシステムによ

り測定され、ボールの精度はビデオカメラでボー

ルの着地ポイントの座標を割り出すことによって

測定される。また、ボール出しにマシンを使うこ

とによって、変化のあるボールやボール出しの間

隔をプログラムし、守備的なストロークや攻撃的

なストロークなど、様々な戦況を生み出し、その

比較を行っている。世界ランキングトップ 20 と国

内ランキング上位者を対象とし、その両者で比較

を行っていて、ランキングの低い選手に比べて、

高い選手は、エラーが少なく、ボールの速度は速

く、ストロークの精度は高く、それらによって算

出されたスコアも高い値を示した。また、１回目

と２回目のテストの平均値もほぼ同じ値が示され、

妥当性と再現性が高いと考えられている。しかし、

プロ選手ではなく、一般的なテニス選手のストロ

ークの正確性を毎日のトレーニングの場面で、ボ

ール出し機や、レーダーシステム、ビデオカメラ

などを使って測定することは難しい。本研究では、

そういった器具がなくてもストロークの正確性を

測定できる方法を考え、学生を対象として、その

妥当性と再現性について検討し、さらに、その方

法を使ってトレーニング時期におけるストローク

の正確性の変化について調べることを目的とした。 

 

2.  研究方法 

2-1  対象 

研究１では、I 大学硬式庭球部男女 33 名(平均年

齢 19.6±0.96 歳、平均テニス歴 5.5±3.57 年、一

週間当たりの平均練習量 9.5±4.49 時間)、研究 2
では、I 大学硬式庭球部女子 12 名(平均年齢 19.9
±1.16 歳、平均テニス歴 5.5±3.81 年、一週間当

たりの平均練習量 7.6±2.87 時間)を対象とした。 
2-2 測定方法 

図１のようにテニスコートにて、Aから人がラケ 

 

ットで球出しを行う。

ネット通過時にネット

上 1～2ｍ上を通る高さ、

サービスラインとベースラインの間のサイドライ

ン近くを目安に左右ランダムに出す。対象者は B

のあたりに立って準備し、ラケットによって出さ

れたボールを、あらかじめ決められたコート上の

目標に 1→2→1→2…の順に打つ(図 2)。球出しの

人 A の横をリターンボールが通過したら次のボー

ルを出す。最終的にフォアハンドとバックハンド

の数が同数になるように、乱数表に従って球出し

を行う。6球につき 15 秒休憩を 1セットとし 20 セ

ット、計 120 球のストロークを測定する。 

2-3 正確性の評価 

ストロークの精度は、あらかじめコート上の目

標に点数をつけ、どこに入ったかを目視により記

録する(図 3、表 1)。1 球目の球出しの瞬間から、

120 球目をリターンした瞬間までの時間をストッ

プウォッチによって測定する。また、心拍数を胸

部に付けた心拍数計で測定した。ストロークの精

度は合計点とし、VP 指数は、精度/時間より算出し

た。精度が高く、時間が短いほど、VP 指数が大き

くなる。VP 指数を心拍数で割った値を、ゆとり指

数とした。心拍数が低いほど、ゆとりを持ってテ

ストを行っていることを表すと考えた。 

2-4 研究１ 

この実験では男女別に、競技レベルとストロー

クの正確性レベルについてアンケートにより、ラ

ンキング化してもらった。男女別に平均値を求め、

競技レベルとストロークの正確性レベルの妥当基

準として採用した。また、再現性を評価するため、

5～10 日後にもう一度同じ測定を行った。 

2-5 研究２ 
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図 2 ボール出しの位置

図 1 対象者と目標の位置

図 3 目標の得点別位置
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ここでは、トレーニング時期におけるストロー

クの正確性の変化について調べることを目的とし、

合宿前、合宿後、試合期、試合期終了時、オフ期

の 5 回、計 5 ヶ月間にわたって測定した。これら

の測定は、約 40 分のウォーミングアップ後に行っ

た。 

 
3. 結果と考察 

3-1 研究１ 

  ストロークの正確性レベルのランキングに対し

て、総得点(男子 r=0.8152、女子 r=0.9090)と VP

指数(男子 r=0.8753、女子 r=0.9301)、ゆとり指数

(男子 r=0.8104、女子 r=0.8811)に強い相関がみら

れた (図 4)。よって、この評価方法は妥当性が高

いと考えられる。 

 
 
 
 

また、一回目と二回目の測定の記録には表 2 に

あるように、総得点、VP 指数、ゆとり指数におい

て男女共に強い相関がみられた。よって、再現性

が高いと考えられる。 

表 2 １回目と２回目の全体の平均値の比較 

 

3-2 研究 2 

 トレーニング時期におけるストロークの正確性

の変化については各時期に大きな変化は見られな

かった。合宿後では合宿前よりも少し下がる人も

みられた。これは、合宿の疲れによるものだと考

えられる。また、合宿後から試合期にかけて、総

得点、VP 指数、ゆとり指数で上がる傾向がみられ

た(図 5)。これは、合宿の成果と試合に向けての調

整が現れた結果だと考えられる。合宿前からオフ

期の 5 ヶ月間でみてみると、総得点、タイム、VP
指数、心拍数、ゆとり指数各項目とも上がる人も

みられた。ストロークの正確性は、短期間ではほ

とんど見られないものの、半年や１年など、長期

的に測定を行えば、変化がみられるだろうと考え

られる。 
 

 
図 5 トレーニング時期毎の VP 指数の平均の変化 
 
4.まとめ 

 I 大学硬式庭球部男女 33 名を対象として、テニス

ストロークの正確性を評価する方法について検討

した。本研究の評価方法は、ボール出し機や、レ

ーダーシステム、ビデオカメラを使う LTPT に比べ

て、ボール出しやボール速度測定の精度は落ちる

ものの、簡易的な測定方法として、妥当性、再現

性ともに高いと考えられる。また、ストロークの

正確性は、短期間では上がりづらいと考えられ、

半年や一年毎にストロークの精度を測るには有効

だと考えられる。また、フォアハンド、バックハ

ンド、ストレート、クロスなど、各ショットの精

度もわかるため、フィードバックすることによっ

て、苦手克服のための練習メニュー作成にも役立

てることができると考えられる(図 6)。 

 
図 6 男女のランキング別各ショットの平均得点 
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  １回目 ２回目 r p 
総得点 125.9  124.8  0.890 0.629 
VP 指数 11.65  11.67  0.883 0.926 
ゆとり指数 6.74  6.63  0.834 0.579 

図 4 ストロークの正確性ランキングと VP 指数ランキン

グの相関図 


