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1．緒言 
テニスのサーブは、相手の返球の影響を受ける

ことのない、自分でコントロールできる唯一のシ

ョットである。現代のテニスではサーブのキープ

率が試合の勝敗に大きな影響を与えるため、サー

ブの重要性が唱えられている。指導書 1)によると、

速いサーブを打つためには、ラケット速度を高め

ることが重要であり、そのためには、下肢から上

肢へと順序よく動かし、最も力が発揮できる関節

角度を保ちながら、筋の収縮特性を利用すること

が必要であるといわれている。その中でも、上肢

のスイング動作は、ラケットスピードの 60％以上

を支配する極めて重要かつ基本的な技術である。

しかし、実際には、上肢の動作を正しく身につけ

ていないプレーヤーも多い。そこで本研究では、3

次元分析により、サーブの練習前と練習後でフォ

ームがどのように改善・変化したかを分析し、サ

ーブの速さを向上させることを目的とする。 

 

2.研究方法 

2-1 対象 

被験者は，I大学硬式テニス部に所属する右利き

の女子 4名（年齢：19～22 歳、身長：152～165cm、

経験年数：1 年 6 ヶ月～11 年 2 ヶ月）を対象とし

た。 

2-2 実験試技方法及び撮影方法 

被験者には、テニスコートのセンターマークか

ら右サイドに 1ｍの地点からサーブを打つように

指示し、縦 6.4ｍ(ネット～サービスラインまで)×
横 4.1ｍ(センターサービスライン～サイドライ

ン)に 5球入るまで試技を行った。 

 
図 1 実験座標系 

 

撮影は、高速度デジタルカメラ 2 台(CASIO 

EX-F1)を使用した。1 台のカメラは被験者の後方

90 度に設置し、もう 1 台のカメラは被験者の右斜

め後方に設置した。また、被験者の左後方にデジ

タルタイマー(molten DLIGITIMER TOP)を設置した。

実験座標系は図 1 のように、被験者からみて左斜

め後ろの較正点を原点とし、進行方向をｘ軸正、

鉛直上方向をｚ軸正、横方向をｙ軸正と定義した。

また、被験者の後方よりスピードガン(スピードス

ターV)を用いてサーブの速さを計測した。イン・

フォルトのジャッジについては、サービスライン

の横に立ち、目視で行った。 
較正器は、支柱に水準計(ミニレベルキューブ

Ｈ)を取り付けた。較正点は，縦 2m×横 2m×高さ

2.5m の空間立体上に計 45 点をとった。 

分析点は踝、膝関節中心、腸骨上縁、肩峰、肘

関節中心、手首関節の 6 点(全て右側のみ)、そし

て、前腕に対して水平かつ直角に交わるよう左右

に伸ばした目印 2点の計 8 点とした。 

2-3 分析方法 

2 台のカメラから得られた画像から、デジタイズ

を行った。デジタイズした較正器及び試技カメラ

のデータから 3 次元座標を算出し、そのデータか

ら各分析点の軌道をあらわすグラフを作成した。 
2-4 練習方法 

練習期間は 1 ヶ月とした。上肢の動きの中で、

最もスピードが生み出せるプロネーション動作

(前腕の回内動作：前腕を体の内側にひねること)

の習得を目標に、4つのメニューを実施した。 
(1)ゴムチューブを引っ張り、上腕の内旋と前腕の

回内動作を体に覚えさせる。2) 
(2)フェンスを掴んで、体をひねり、肩の外旋を実

感させる。2) 
(3) 体の右側にラケットを振り抜くようにサーブ

を打つ。自然に上腕の内旋と前腕の回内動作を

行うことができる。3) 
(4)ベンチに座ったまま投球練習をする。ボールを

持った手の平が内側→正面→外側になるよう投

球を行う。4) 

 

3．結果と考察 

被験者 Aの最高速度は 107km/h から 110km/ h に

増加した。図 2 と図 3 は、被験者を真後ろから見

た手首関節の軌跡をあらわしている。練習前の図 2

では、角ばった軌跡であるのに比べ、練習後の図 3

はカーブを描いている。これは、練習前では、イ

ンパクトした後、ほぼ真下に向かって一直線に手

首を振り下ろしたのに対し、練習後は、プロネー

ションを意識することによって、体の外側に向け

て円弧を描くようにスイングされたと考えられる。

これを、被験者の横から見てみると、練習前に比

べて練習後はきれいな円弧を描くように変化した。

村上 5)によれば、ロジャー・フェデラーのサーブの

フォームを 3 次元分析した結果、フォロースルー

において、腕、ラケットは前方に振るのではなく

上体の回転軸に対して遠心力によって外側へと振

られていることが解明された。今回、被験者 A は

練習により、理想的なフォームへ近づいたといえ

る。 
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図 2 被験者Ａの練習前の手首関節の軌跡(ｙｚ) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

z(
cm
)

y(cm)

図 3 被験者Ａの練習後の手首関節の軌跡(ｙｚ） 

 

被験者 Bの最高速度は、106km/h から 108km/h に

増加した。被験者 A と同じく、真後ろから見た手

首関節の軌跡において、練習後はインパクト後に

カーブを描くようになった。また、被験者を横か

ら見たグラフでは、練習前から円弧を描いていた

ものの、練習後では練習前より円弧のカーブがよ

り急になった。そこで、練習前後における肘関節

と手首関節の速度を比べてみたところ、練習前よ

りも短時間で大きい加速を得ていたのがわかった。

また被験者 B は、上肢以外の部位においても顕著

な違いが見られた。練習前の膝関節の軌跡は、進

行方向（ｘ軸）に約 60cm、右方向（ｙ軸）に約 60cm

移動していたが、練習後にはほとんどその移動は

見られなかった。これは、被験者 B にのみ見られ

る現象であるが、練習前は右足が進行方向へ移動

していたのに対し、練習後は右足が後ろに移動す

るようになったことに起因していると考えられる。 

被験者 Cの最高速度は、118km/h から 114km/h に

減少し、被験者の中で唯一速度の減少が見られた。

そこで、肘関節と手首関節の速度に着目してみた。

図 4・5は被験者 Dにおける練習前後の肘関節と手

首関節の加速度を表している。図 4 では、肘関節

において速度の変化がほとんど見られないのに対

し、練習後の図 5 では、まず肘関節がトップスピ

ードを迎え、次に手首関節が肘関節より大きい速

度でトップスピードを迎えているのがわかる。図 5

の現象は被験者 A と被験者 B にも見られ、この形

が自然な流れであると考えられる。しかし、被験

者 C においては、練習前後も図 4 のような形のま

ま変わらず、肘関節の急激な加速がなかった。そ

のため、速度が増加しなかったのではないかと考

えられる。 

 
図 4 被験者 Dの練習前の肘関節と手首関節の速度(xy) 

 
図 5 被験者 Dの練習後の肘関節と手首関節の速度(xy) 

 

被験者 D の最高速度は 112ｋｍ/h から 122km/h

に増加した。被験者 A、被験者 Bと同じく、真後ろ

から見た手首関節の軌跡において、練習後はイン

パクト後にカーブを描くようになった。また、被

験者 D の腸骨上縁について見てみると、放物線を

描きながら進行方向にジャンプし、ジャンプの頂

点より前にインパクトをむかえている。ジャンプ

が頂点に達する前にインパクトを迎えることで、

ジャンプした力をボールに伝えることができる。

しかも、横から見た軌跡では練習前と後でほぼ形

に違いが見られなかった。これは、他の体の部位

に悪影響を与えることなくプロネーションを取り

入れることができたと考えられる。 

踝の軌跡については、被験者 A、C、D の 3 名に

おいて共通の変化が見られた。練習前よりも練習

後の方がフィニッシュにかけて垂直方向（ｚ軸）

に上がっていることがわかった。これは、力強い

蹴りができたため、最後まで足が上がっていたも

のと考えられる。 
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