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1. 緒言 

テニス競技では，「アシニス」と言われるほどフ

ットワークが重要視されている。スプリットステ

ップ（以下 SS）は相手がボールを打つ直前に両足

で小さく垂直方向にジャンプし，相手のボールイ

ンパクト時に両足を着地するまでの動作の事であ

り，テニス競技において必要不可欠と言える。SS
には 2 つの役割が考えられ，相手の動きに応じて

自分の動き始めるタイミングを調整すること， SS
の反動を利用し直後の素早い動きを可能にするこ

とである 1)。東 2)は大学生を対象に硬式テニスの技

術指導の一助とすることを目的とし，スプリット

ステップ直前に「予備ステップ」を行わせること

によってステップ後の 1 歩目を踏み出す動作時間

が短縮したと報告している。これまで SS に着目し

た研究について，ステップの有効性や最適なタイ

ミングについて等の報告がされているが，SS の動

作自体を身に着けさせる練習プログラムは殆ど示

されていない。 
そこで本研究では， テニス経験 3 年未満の大学

生を対象に，SS 動作及びステップのタイミングを

身に着けさせることを目的とした，独自の練習プ

ログラムを 4 種類考案し，プログラム実施前後で

SS 後の 1 歩目を踏み出す動作時間や，サーバーの

ボールインパクトとSS開始までの動作時間がどの

ように変化するのかを分析した。また，練習プロ

グラムの有効性について明らかにすることで，硬

式テニスの技術指導の一助とすることを目的とし

た。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者 
I 大学硬式テニス部に所属する第 1 学年から第 3

学年の学生（男子 5 名，女子 1 名）6 名を対象とし

た。被験者は全員硬式テニス経験 3 年未満の学生。 
2-2 練習プログラム 

1) ヘキサゴンボール 

 ヘキサゴンボールを用い，SS を取り入れてキャ

ッチする練習を行った。ボールが地面に落下する

瞬間をサーブのインパクト時と捉え，落下直前に

SS をすることで，SS を行うタイミングを習得する

こと，ステップ後のボールを取りに行く際の一歩

目の反応時間を素早くすることを狙いとした。 

2) ステップボール打ち上げ 

 ベニヤ板を用い，傾斜下側にテニスボールを落

とし反対側にボールが板に落ちるタイミングに合

わせて，SS を踏みこむことでボールを打ち上げる

練習を行った。ボールインパクト時にステップが

完了するタイミングを得ること，ボールを見て連

動した動きが取れることを目的とした。 

3) 落下ボールキャッチ 

指導書 3)の中で SS は膝を緩めて，身体の中に力

をため込みながら軽くジャンプすると述べられて

いる。本研究ではテニスボールを使用して，落下

ボールキャッチの練習を行った。どのタイミング

でボールが落下してくるのか分からない状態でボ

ールを落とすことによって，膝を緩く構える姿勢

を作ることを目的とした。 

4) ベンチジャンプ 

 被験者がベンチ上からジャンプをする際に下で

指示を出す人が，左右どちらかランダムにボール

を投げ出し，飛ぶ方向を予測してボールを取りに

行く練習を行った。ジャンプをし始めたころに投

げだすようにし，初めの 1 歩を正確に予測するこ

とを目的に行った。  

 
図 1 練習プログラム 

 

2-3 実験条件 

プログラム開始日（平成 30 年 11 月 18 日）とプ

ログラム実施終了日（平成 30 年 12 月 8 日）にサ

ーブリターンの分析項目をビデオ撮影し，被験者

は一定条件のもと，サーブを片手フォアハンドス

トロークでシングルスコート内にリターンする。

被験者を，3 名の練習プログラム実施群と 3 名の非

実施群に分けプログラム実施期間を 3 週間とした。

映像は，3 台のハイスピードカメラ（CASIO 社製，

EXILIM EX-F1，600 コマ／秒）で記録し，自作の

LED ライトを用いて同時記録をした。 
 
2-4 分析方法 

2 次元ビデオ動作分析システム（Frame-DIASⅤ）

を使用し，データ間に対応のあるｔ検定を有意水

準 5％として統計処理ソフト（SPSSver.11）にて分

析を行った。 
測定項目は【1】SS 開始から終了までの時間，【2】

SS 終了時から最初の 1 歩を踏み出すまでの時間，

【3】サーバーのボールインパクトから SS 開始ま

での動作時間，【4】サーバーのボールインパクト

から最初の 1 歩を踏み出すまでの動作時間の 4 つ

に設定した。 
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3. 結果と考察 

3-1 練習プログラム後の動作分析の変化 
1) スプリットステップ開始から終了までの動作

時間 
 非実施群における動作時間の平均値は実施前

0.46 秒，実施後 0.55 秒であり，実施群の動作時間

の平均値は実施前 0.38 秒，実施後 0.56 秒であった。

有意水準 5%で非実施群は，有意な差が見られず，

実施群では有意な差が見られた（t=20.03， p<0.05）。
実施群の被験者は，全員が実施後に SS 開始から終

了までの動作時間が伸長した。板橋 4)らは，ラリー

においての SS の滞空時間は，相手インパクト時を

0とすると0.24±0.06秒が上級者全体の平均である

と報告している。SS の滞空時間が短縮した方で良

い結果が得られた先行研究と，伸長したことで良

い結果が得られた本研究を比べてみると，サー

ブ・レシーブにおいて SS の滞空時間には最適な時

間があると考えられ，さらなる研究が望まれる。 
2) スプリットステップ終了時から最初の 1 歩を

踏み出すまでの動作時間 

 非実施群の実施前の 3 名の平均値は 0.66 秒，実

施後 0.70 秒であった。実施群の実施前の 3 名の平

均値は 0.49 秒，実施後 0.63 秒であった。それぞ

れの群における動作時間において有意水準 5%で非

実施群・実施群ともに有意な差が見られなかった。

本研究において，SS のタイミングに着目してサー

バーのインパクトからの動作時間を早めることを

目的として練習を行うことで，SS を行うタイミン

グを早めることは明らかにすることができた。し

かし，SS 後からの動作時間に遅れが見られたため，

早くレシーブの打点に入れるよう，SS 終了から最

初の一歩目を踏み出す動作時間を早める練習内容

の検討が必要であると考える。 

3) サーバーのボールインパクトからスプリット

ステップ開始までの動作時間 

 図 2 は，サーバーのボールインパクトを基準と

した SS の開始から SS 後に 1歩目を踏み出すまで

の時間経過を示す。非実施群の実施前は 0.2 秒，

実施後-0.03 秒，実施群の実施前は 0.39 秒，実施

後は-0.04 秒であった。実施前後において，5％水

準で非実施群は有意な差が見られず，実施群では

有意な差が認められた（t=7.1， p<0.05）。 本研究

で行った練習プログラムの中で，「ステップボー

ル打ち上げ」が実施群の SS のタイミングの向上に

大きく影響したと考えられる。ボールのタイミン

グに合わせてステップを行うことが，リターン時

のSSの動き出しのタイミングのイメージを持つこ

とへ繋がり，動作時間の短縮につながったと考え

る。 

4) サーバーのボールインパクトから最初の一歩

を踏み出すまでの動作時間 

練習プログラム非実施群の平均値は，実施前 1.14
秒，実施後 1.23 秒であり，有意な差が認められな

かった。また練習プログラム実施群の平均値にお

いても，実施前 1.1 秒，実施後 0.93 秒と実施前後

の動作時間に 5％水準で有意な差が見られなかっ

た。サーバーのボールインパクトを基点とした SS
のタイミングを全体的に見てみると，図 2 に示す

ように実施群において，サーバーインパクトから

SS 開始までの動作時間がプログラム実施前後で大

きく短縮したため，結果としてサーバーのボール

インパクト後に早く 1 歩目が出せていたことが分

かる。 

図 2 サーブインパクトを基準とした時間 
 

 
4 まとめ 

硬式テニス初心者に対しSSのタイミングを身に

着けさせるためのプログラムを考案し，短期間で

どのくらいタイミングが良くなるのかを研究した。

その結果は以下の通りである。 
1）練習プログラム実施群において，プログラム実

施後のSS開始から終了までの動作時間が伸び，5％
水準で差が見られた。 
2）SS 終了時から最初の 1 歩を踏み出すまでの動作

時間の平均値は，練習プログラム実施後には長く

なった。 
3）サーバーのボールインパクトから SS 開始まで

の動作時間は，練習プログラム実施群において，

開始時間を早めることが出来，5％水準で有意な差

が見られた。「ステップボール打ち上げ」が練習プ

ログラムの中で特に影響があったと考えられる。 
4）サーバーのボールインパクトから最初の一歩を

踏み出すまでの動作時間は，練習プログラム実施

群において，実施前より短縮したが有意な差は見

られなかった。 
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