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1. 緒言 

 かつての卓球は打球のほとんどをフォアハンド

で行い，フットワークを用いてコート全面を動き

回っていた。ところが近年、ラバーやラケットの

改良による反発力の増加に加え打法の進歩により

ラリーがスピーディーになり、かつての戦型が困

難になった。その結果、現在ではバックハンドが

多用されるようになり、選手によっては打球の半

数近くで用いられるまでになった。 
そして、バックハンドを指導する際に重要だと

いわれるのがフリーハンドである。身体のバラン

スを安定させ、ボールとの距離感をつかみタイミ

ングをとりやすくすることが大きな理由である。

フォアハンドやバックハンドに限らず卓球の技に

はある程度の打ち方があり、それを教えられる。

しかしながらフリーハンドに関しては「フリーハ

ンドを意識する」という事以外に指導されること

は少ない。実際に卓球の指導書¹⁾を見てもフリー

ハンドに焦点を置いた項目は見当たらないのが現

状である。それに加え、卓球選手の中ではフリー

ハンドを変えると振り方や打球感に変化が生じる

ということがある。 
そこで本研究は、フリーハンドのスタイルによ

ってラケットハンドの肩、肘及び手関節の使い方

の違いを運動学的に考察し、卓球指導の一助とす

ることを目的とした。 
 

2．研究方法 

2-1. 被験者 

 被験者は I 大学卓球部に所属する、被験者 A(以

下 A)、被験者 B(以下 B)、被験者 C(以下 C)の、

男子 3 名とした。 
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図１ 実験模式図  

    
2-2. 試技内容及び撮影方法 
 試技内容は、フリーハンドを気をつけの姿勢の

ように身体に沿わせて打つ試技(以下、試技 1)、フ

リーハンドのひじを上げて指先を耳につけて打つ

試技(以下、試技 2)、フリーハンドをラケットに添

えて打つ試技(以下、試技 3)の３試技とした。分析

試技は、正規のリターンが得られていることに加

えて、ボールを前で打球し、被験者の自己評価が高

い試技とした。 

 2 台のハイスピードカメラ(CASIO 製 EX-100)を
被験者の左右前方に配置し、フレームレートは

300fps、シャッタースピードは 1/400 秒で撮影を行

った。 

2-3. 算出項目 
a. 身体各部位の関節角度 

 肘関節角度は肘関節中心と手関節を結ぶ線分と、

肘関節中心と肩峰を結ぶ線分とがなす角とした。 
手関節角度は肘関節中心と手関節を結ぶ線分と

手関節とラケット先端を結ぶ線分とがなす角とし

た。 
実験座標系は打球方向を y 軸正、打球方向と直

行し右方向を x 軸正、鉛直上方を z 軸正とした。 
b. ラケット速度 

 ラケット速度はラケットの先端速度とし、イン

パクト前 150 コマからインパクト後に肘関節が最

大伸展する時点までの区間について、平滑化微分

法を用いて求めた。 

c. 左右肩峰の水平角度 

 水平面に投影した右肩峰と左肩峰を結んだ線と、

y 軸とがなす角を左右肩峰の水平角度とした。 

図２ 試技で行ったフリーハンド 

 

3. 結果と考察 

3-1. 身体各部位の関節角度 

 試技 1、試技 2、試技 3 の肘関節角度変位及び手

関節角度変位では，各被験者間に共通した違いは

見られなかった。被験者ごとにみても、肘関節角度

と手関節角度の変位に違いはほとんど見られなか

った。このことからフリーハンドのスタイルを変

えても、肘関節及び手関節の使い方にはあまり影

響がないと考察された。 
3-2. ラケット速度 

 ラケット速度の平均及び最速値において、被験

者によって多少のばらつきはあるものの大きな差
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はみられなかった。被験者 A の最速値は 2＞1＞3
となり、B は 1＞3＞2、C は 3＞1＞2 という順にな

った。 
最速値の順番が被験者ごとでばらけたことから，

フリーハンドがラケットのスイングに与える影響

は影響少ないことが考察された。 
 
表１ 各被験者のラケット速度(m/sec) 

被検者 試技 平均 標準偏差 最速値 

A 

1 3.40 3.77 12.81 

2 3.33 4.03 14.31 

3 3.11 2.80 9.69 

B 

1 3.89 4.97 18.13 

2 3.43 3.46 14.17 

3 3.35 4.58 16.25 

C 

1 3.26 3.64 14.99 

2 2.98 3.48 14.16 

3 3.76 4.21 18.21 

 

 

 
図 3 各被験者の左右肩峰の水平角度(度) 

(縦軸：度 横軸：コマ数) 
 

3-3. 左右肩峰の水平角度 

左右肩峰の水平角度の最大値を被験者ごとに比

較すると、被験者 A が 2＜3＜1、被験者 B が 3＜1
＜2、被験者 C が 3＜2＜1 という結果になった。 
また、試技 3 の時に角度の増加が緩やかになる

傾向が強かった。これは試技 3 で身体の前に出し

たフリーハンドが壁の役割を果たし、体の回転が

抑えられたことによってこのような結果になった

ことが考察された。 
また、試技後の自己評価での「どの試技が一番打

ちやすかったか」という問いに対して、全員が「試

技 3 が打ちやすかった」と回答した。この結果から

も体の回転が抑えられ動作が安定することが、打

ちやすさにつながると考察された。 
 

4. 本研究の限界と課題 
 本研究では被験者全員の競技歴が 10 年以上であ

った。そのためスイングの再現性が高くフリーハ

ンドを変えても、スイングにあまり影響が出なか

った可能性がある。しかし、卓球を始めたばかりで

スイングの再現性が低い選手では、どのような結

果になるか検討する必要がある。 
本研究では、指定した 3 種類のフリーハンドス

タイルでの試技のみを行い、被験者自身のフリー

ハンドスタイルでの試技で検討は行っていないこ

とが、今後の課題として残された。 
加えて、本研究は上肢の運動のみに焦点をあて

分析したため、腰の回転や膝の使い方など下肢の

動きにも焦点を当てることが、今後の課題である。 
 
5. まとめ 

卓球フリーハンドスタイルの違いによる、上肢

とラケットの運動学的分析の結果、以下のことが

明らかになった。 
1） フリーハンドスタイルの違いによる、肘関節

及び手関節の角度の変位及びラケット速度の

影響はみられなかった。 
2） 左右肩峰の水平角度について、特定の試技で

違いが観られた。特に試技 3 のようにフリー

ハンドを前に出すときは，左右肩峰の角度の

増加が抑えられ、打ちやすさにつながった。 
3） フリーハンドのスタイルはラケットのスイン

グよりも、打球する際の体の使い方に大きく

影響を与えていることが分かった。 
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