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An investigatory study of Playing-style in tennis and ' 

their characteristic (part 2) 

YukiO YAMADA 

Abstract 

A questionnaire was answered by 440 members to classify the playing style of the 

tennis players from their positions on the court and their psycholo,gy at those posi-

tions, and to clarify what characteristics such styles have. 

The main results were as follows. (adv=advantageous, disadv=disadvantageous) 

1) When classified by adv-disadv classification, the number of the members were in 

the order of normal-normal type (185), disadv-adv type (93), adv-disadv type (80), dis-

adv-disadv type (49), and adv-adv type (33). 

2) 61 members (53.40/0) of the net type thought they have advantage at the net, and 79 

members (47.60/0) of the base type thought they have advantage at the base line, both 

occupying the large portion. 76 of the 'either' type (48.10/0) were the normal-normal 

type. 

3) 14 (12.10/0) of the net type thought they have disadvantage at the net, and 43 

(25.90/0) of the base type thought they have disadvantage at the baseline. 

4) The ratio of net rush was high in adv-adv type and adv-disadv type, but the former 

type had more confidence on volleying without making mistake. also, the disadv-disadv 

type seemed to lack confidence on his overall abilities on tennis. 

5)Net-disadv-adv type rushed to the net less frequently and seemed to lack confidence 

on the net plays, and base-adv-disadv type rushed to the net at chances, even though 

they are base type. 
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ても守備型であったり，べ一ス型あっても攻

撃型が存在することを明らかにした。さらに，

ネットー攻撃型とネットー守備型ではネット

ラッシュのパターンに違いがあることが明ら

かにされた。これは，技能レベルの差もひと

つの要因といえるが，プレーに対する考え方

の違いが大きく関係していると考えられる。

　そこで，本研究では，自分が試合を行なっ

たときのネットプレー及びべ一スラインプ

レーは有利であるか，不利であるかというポ

ジションに対する考え方に着目し，その白己

意識の違いから，プレースタイルを分類し，

それぞれの特性を見い出すことを目的とし

た。なお，これを有利不利型分類と規定し，

位置型分類との関連についても検討した。

皿　方法

1　調査対象

　関東大学テニスリーグの1部～3部までの大

学のテニス部員440名（男子312名，女子！28名）

を対象とした。調査は質問紙法によって行な

い，配布，回収は郵便調査法によって行なっ

た。

2　調査内容

　本調査はテニスのゲーム場面を対象者が想

定して回答する調査のため，対戦相手とコー

トの速さは回答者自身と同レベルで，コート

は中程度の速さとした。

　まず，プレースタイルを分類するために，

位置型分類と有利不利型分類について3段階

で回答させ，クロス集計を行った。また，ネッ

トラッシュの頻度，戦法，及び心理的安定感

についての意識を調べるために10項目を設定

し，3～5段階で評価させた。さらに，テニ

スの技術的能力についてユ1項目，心理的能力

について13項目，体力的能力について15項目

の計39項目について，優れている（5点）～

劣っている（1点）の5段階で言平価させた。

皿　結果及び考察

1　プレースタイルの分類について

　表1に示したように有利不利型分類からみ

ると，最も多いのがネットプレー，べ一スラ

インプレーとも有利，不利どちらでもないと

いう普通一普通型がユ85名であった。次いで

ネットプレーが不利でべ一スラインプレーが

有利な不利一有利型が93名，ネットプレーが

有利でべ一スラインプレーが不利な有利一不

利型が80名，ネットプレー，べ一スラインプ

レーとも不利な不利一不利型が49名，ネット

プレー，べ一スラィンプレーとも有利な有利

一有利型が33名の順であった。さらに，表2

に示したように位置型分類を組み合わせる

と，ネット型ではネットー普通一普通型が41

名で最も多く，以下ネットー有利一不利型が

40名，ネットー有利一有利型が2ユ名，ネット

ー不利一有利型が10名，ネットー不利一不利

型が4名の順となった。ネットを有利と考え

る者がネット型の52．6％と半数を越えたが，

不利と考える者も12．1％いた。併用型では併

用一普通一普通型が76名で最も多く，以下併

用一不干1」一有利型が32名，併用一有利一不利

型が25名，併用一不利一不利型が17名，併用

一有利一有利型が8名の順であった。べ一ス

型ではべ一スー普通一普通型が68名で最も多

く，以下べ一スー不利一有利型が51名，べ一

スー不利一不利型が28名，べ一スー有利一不

利型が15名，べ一スー有利一有利型が4名の

順となり，べ一スラインを有利と考える者が

べ一ス型の47．6％とほぼ半数であったが，不

利と考える者も25．9％いた。このように，比

率からいえば少ないが，ネットは不利だけど

もネットラッシュすることが多い者，べ一ス

ラインは不利だけどもべ一スラインでプレー

することが多い者が存在する。これらは今ま

であまり考え’られなかったプレースタイルで

あり，今後はこれらのプレースタイルについ

ても検討する必要があると思われる。

一14一



2　各プレースタイルの特性について

　ここでは，表1，2で示したプレースタイ

ルの内，．白己評価得点が3点付近に多く集

まった普通一普通型，ネットー普通一普通型，

併用一普通一普通型，べ一スー普通一普通型

及び人数の比率が少なかったネットー不利一

不利型，併用一有利一有利型，べ一スー有利

一有利型については取り上げなかった。

（1）ゲームにおけるネットラッシュの頻度

と様々な場面での心理状態からの特性

　図1～4は，テニスのゲームにおけるネッ

トラッシュの頻度，様々な場面での心理状態

について，その比率を示したものである。

a有利一有利型，有利一不利型，不利一有

利型，不利一不利型について

　図1に示したようにサーブラッシュは，

表1　有利不利型分類による各プレースタイルの比率

有利一有利型　有利一不利型　普通一普通型 不利一有利型 不利一不利型計

33

7．5％

80　　　　　　185

ユ8．2％　　　　　　　42．1％

93

21．1％

49　　　　440

11．1％　　　　ユOO％

表2　位置型と有利不利型分類による各プレースタイルの比率

ネット　　　　ネット ネット ネット ネット

有利一有利型　有利一不利型　普通一普通型 不利一有利型 不利一不利型　　計

20　　　　　　　40

18．1％　　　　　　　　34．5％

41

35．4％

ユ0

8．6％

4　　　　116

3．4％　　　100％

併用　　　　　併用 併用 併用 併用

有利一有利型　有利一不利型　普通一普通型 不利一有利型 不利一不利型　　計

8　　　　　　　25

5．1％　　　　　　15．8％

76

48．1％

32

20．2％

17　　　　158

10．8％　　　　100％

べ一ス　　　　　ベース べ一ス べ一ス べ一ス

有利一有利型　有利一不利型　普通一普通型 不利一有利型 不利一不利型計

4
2．4％

15　　　　　　　68

9．O％　　　　　　　41．O％

51

30，7％

28　　　　166

16．9％　　　　100％
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一1）ファーストサーブでのサーブラッシュ

　　　　　　　　　回　　　　割　　　　4藺　　　　68　　　　幽　　　　10囲

6）攻撃型か、併用型か、守備型か

　　　　　　　　　0　　　　　2日　　　　　4日　　　　　6藺　　　　　8邊　　　　　1日O

有弄1」・

有利・

不利・

不利・

2）セカンドサーブでのサープラッシユ

　　　　　　　　　日　　　囲　　　珊　　　69　　8回　　1回日

有利・

有利・不利型

不利・

不矛1」・

有利・

有利・

不利・

不利・

3）ファーストサーブに対してのレシーブラッシュ

　　　　　　　　　日　　　　　2日　　　　4日　　　　　6藺　　　　　89　　　　1藺竈

7）守備の贈と攻撃の時の心の安定感

　　　　　　　　　囲　　　　　2臼　　　　4田　　　　6藺　　　　　8囲　　　　1日回

有利・

有利・不利型

不利・

不利・不利型

8）お亘いにぺ一スラインでのラリーの醤面

　　　　　　　　　日　　　　2日　　　珊　　　　6藺　　　8日　　　18巧

有利・有利型

有利・不利型

不利・有利型

不利　不利型

4）セカンドサrブに対してのレシープラッシュ

　　　　　　　　　藺　　　　　2日　　　　4藺　　　　　6日　　　　　8呂　　　　コ日臼

有利・有利型

有利・不利型

不利・；膏’利型

不利・不利型

9）理想とするテニス観

　　　　　　　　　藺　　　　2日　　　珊　　　　6回　　　89　　　10囲

；膏’利・

有利・

不利・

不利・

；膏’利

有利・不利型

不利

不利・不利型

5）ラリーからネットヘ出る際の基本的な戦法

　　　　　　　　　8　　　　2日　　　　蝸　　　　68　　　　8日　　　　柵日

有弄1」・有利型

有利・不利型

不利・有利型

不利・不利型

1）～4） 殆どすぺてのポイント

で存テう　（80～100％）

行うほうが多一、

（60～80％）

ほぼ半々

（40～60％）

行わないほうが多い

（20川40％）

殆ど行わない

（O～20％）

5）　　　できるだけ早くネット

　　　　　にっこうとする

寿昌…Fより早くネット｛こ

つこうとする

優勢になってからネッ

．トにつこうとする

着妻｝、オ｛一’レカ｛きた邊寺一こ

だけネットヘ出る

できるだ一ナ」永ツトーこ出

ないようにする

6）　　　典型的な攻撃型 ；支薯琴型に；匠セ、 併用型 守欄型に近い 奥型的な守欄型

7）　　　攻撃していたほうが安

　　　　定感がある

攻撃していたほうが多

少安定感がある

どちらでも安定憾があ

る

守っていたほうが多少

安定感がある

守っていたほうが麦定

感がある

8）　　　きわめて有利である やや有利である どちらともいえない 多少不安である 不安で仕方がない

9）　　攻撃型 頭脳型 守鏑型

図1　ゲーム時のネットラッシュの頻度，場面に応じた心理的安定感等について（そのI）
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ファーストサーブで有利一有利型と有利一不

利型は行うほうが多い者が30％程いるが，不

利一有利型，不利一不利型はほとんど行わな

い者が多数であった。また，レシーブラッシュ

は，ファーストサーブに対しては行わないほ

うが多い者がほとんどであったが，セカン’ド

サー．ブに対しては有利一有利型は行うほうが

多い者が6％から24％と増加した。また，ラ

リーからネットラッシュする際の基本的戦法

は，相手より早くネットラッシュする者が有

利一有利型で51．5％，有利一不利型で37．4％

と差がみられた。ネットが有利な有利一有利

型と有利一不利型はサーブラッシュは同じよ

うに行うが，後者はレシーブを含めたべ一ス

ラインプレーからの，ネットラッシュに違い

がみられる。

　攻撃型か守備型かは，攻撃型は有利一有利

型に54．5％，有利一不利型に45．O’％と多かっ

た。また，心の安定は，有利一不利型だけは，

攻撃している時が安定が80．O％と他より多

かったが，これは，べ一スラインが不利でネッ

トが有利なため，ネットラッシュしたい気持

ちが強いものと思われ，先の結果（7〕から攻

撃型が多いことが考えられる。互いにべ一ス

ラインでのラリー場面の心理は，有利が有利

一有利型は57．5％，不利一有利型は53．8％と

半数を越えたが，有利一不利型は30．O％，不

利一不利型は36．8％であった。有利一有利型

はべ一スラインでも落ち着いてプレーし，積

極的にネットラッシュするが，有利一不利型

はべ一スラインに自信がないため，一はや一く

ネットヘつくものと思われる。

　理想とするテニスは，4つのスタイルとも

頭脳型が一番多く，守備型は少なかった。様々

なスタイルのテニスでも，目指すのはいくつ

ものパターンを駆使した柔軟なテニスである

といえる。

bネットー有利一有利型，ネットー有利一

不利型，ネットー不利一有利型について

　図2に示したようにサーブラッシ’ユは，

ファーストサーブで60％以上行う者はネット

ー有利一有利型で47．6％，ネットー有利一不

利型で42．5％いるが，ネットー不利一有利型

は1010％で極端に少なかった。また，レシー

ブラッシュは，セカンドサーブに対して60％

以上行う者がネットー有利一有利型に33二3％

いるカ、他にはほとんどいなかった。また～

ラリニからネットラッシュする際の基本的戦

法は，相手より早くネッドラッシュする者が

ネットー有利一有利型で71．4％，ネットー有

利一不利型で60．O％いるが，ネットー不利一

有利型は浅いボールが来るまで待つ者が

50．O％もいた。ネットー有利一有利型ばどん

な場面でもべ一スラインに白信をもちなが

ら，積極的にネットラッシュしていることが

わかる。これに対し，ネットー有利一不利型

はレシーブラッシュはせず，ラリーからの

ネットラッシュも少し遅れるようであるが，

これは，ストロークカの差によるのではない

かと考えられる。ネットー不利一有利型は

ネットプレーヤ」なのに，あまりネットラッ

シュもしないというわかりずらいプレーヤー

である。

　攻撃型か守備型かは，攻撃型はネッ．トー有

利一有利型で71．4％，ネットー有利一不利型

で60．O％いるが，ネットー不利一有利型は中

間型が60．O％いた。ネットー不利一有利型は，

併用型と中間型は重複するという川先の結

果から，ネットプレーヤーながら併用型に近

いことが考えられる。また，心の安定は，攻

撃している時が安定はネットー有利一有利型

で61．9％，ネットー不利一有利型で60．O％で

あるが，ネットー有利一不利型は87．5％と多

く，べ一スラインでの不安感からか，とにか

くネットラッシュすることにプレーのよりど

ころを求めていることが推察される。．互いに

べ一スラインでのラリー場面の心理状態は，

有利はネソト　有利一有利型で476％，ネソ

トー不利一有利型で50．O％いたが，ネットー

有利一不利型は25．O％となり，その分不利が
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1）ファーストサープでのサープラッシュ

日　　　　閉　　　　蝸　　　　68　　　　翻　　　　1藺日

6）攻撃型か、併用型か、守備型か

jきツト有弔j．有弄リ型

ネット有利・不利型

日　　　　　2藺　　　　4藺　　　　6日　　　　8圓　　　　1日8

ネット有手1」．有弄1」型

ネット有利。不利型

ネット不利・有利型 jきツトフF希j・有弄1」型

2）セカンドサーブでのサーブラッシユ

囲　　　　　2田　　　　　4臼　　　　6團　　　　　8囲　　　　1固O

7）奇備の鴎と攻撃の萄の心の安定感

ネット有利・

ネット有利・

有利型

日　　　　　2日　　　　4回　　　　　60　　　　8日　　　　i8纈

ネット有利・有利型

ネット有利・不利型

ネット不利・有利型

不利型

ネット不利・有利型

3）フアーストサープに対してのレシーブラツシュ

日　　　　　　2日　　　　　　4日　　　　　　6鉋　　　　　　8日　　　　　コ6日

8）お互いにぺ一スラインでのラリーの場面

ネット有利・有利型

ネット有利・不利型

ネツト不利・有利型

臼　　　　　2回　　　　　4藺　　　　6日　　　　8日　　　　18a

ネット；萬’利・有利型

ネット；膏’利・不利型

ネット不利・；膏’利型

4）セカンドサーブに対してのレシーブラッシュ

○　　　　靱　　　　柵　　　　6日　　　　馳　　　　169

9）理想とするテニス観

ネット；膏’手1j．；膏’手■』型

ネツト有利・不利型

ネット不利・有ネ1」型

臼　　　　　2回　　　　　一囲　　　　　6壇　　　　　8日　　　　　1醐

ネツト有甲』．有禾』茗型

ネソト有利・不利型

ネット不利・有利型

5）ラリーからネットヘ出る際の基本的な戦法

臼　　　割　　　　柵　　　　69　　　艶　　　　1日o

ネット有利・有利型

ネット有利・不利型

ネット不利・有利型

1）～4） 殆どすぺてのポイント

で行う　（80川100％）

行うほうが多い

（60～80％）

ほぽ半々

（40川60％）

行わないほうが多一、

（20～40％）

殆ど行わない

（0～20％）

5）　　　できるだけ皐くネット

　　　　　にっこうとする

相手より早くネットに

つこうとする

優勢になってからネッ

．トにつこうとする

漫o、オ｛一1レあ；きた時一こ

だけネットヘ出る

できるだけネットに出

ないようにする

6）　　　典型的な攻撃型 〕≡吏撃型一こ…匠｝、 併用型 守備型に近い 典型的な守備型

7）　　　攻撃していたほうが安

　　　　定憾がある

攻撃していたほうが多

少安定感がある

どちらでも安定憾があ

る

守っていたほうが多少

安定感がある

守っていたほうが安定

感がある

8）　　　きわめて宥利である やや有利である どちらともいえない 多少不安である 不安で仕方がない

9）　　攻撃型 頭脳型 守備型

図2　ゲーム時のネットラッシュの頻度，場面に応じた心理的安定感等について（その1）
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増えた。ネットー有利一不利型はべ一スライ

ンでは不安を感じながらプレーしているもの

と思われる。

　理想とするテニスは，攻撃型はネットー有

利一有利型で47．6％，ネットー不利一有利型

で40．O％いたが，ネットー有利一不利型は

22．5％と少なかった。

c併用一有利一不利型，併用一不利一有利

型，併用一不利一不利型について

　図3に示したようにサーブラッシュは，併

用一有利一不利型で60％以上行う者がファー

ストサーブで12．O％，レシーブラッシュはセ

カンドサーブに対して8．O％いるが，全体的

に40％以下しか行わない者がほとんどであっ

た。また，ラリーからネットラッシュする際

の基本的戦法は，併用一有利一不利型でさえ

チャンスを待ってからネットラッシュしてい

た。このように，全体的にネットラッシュは

少なく，ラリーからネットヘのタイミングは

遅く，べ一ス型に近いことが考えられる。

　攻撃型か守備型かは，3つとも攻撃型の比

率は20％程で差はないが，守備型の比率は併

用一不利一不利型が53．O％と多かった。また，

心の安定は，攻撃している時が安定は併用一

不利一有利型で37．6％，併用一不利一不利型

で4ユ．2％であったが，併用一有利一不利型は

76．O％と多く，べ一スラインが不利な併用型

は出来るだけ攻撃，すなわちネットラッシュ

したいと考えているものと思われる。互いに

べ一スラインでのラリー場面の心理1犬態は，

有利が併用一有利一不利型でユ6，O％，併用一

不利一不利型で1716％であったが，併用一不

利　有利型は375％と全体的に少なかった。

　理想とするテニスは，3つの併用型とも頭

脳型が70％以上と多く，併用型の共通の特性

といえる。

dべ一スー有利一不利型，べ一スー不利一

有利型，べ一スー不利一不利型について

　図4に示したようにサーブラッシュとレ

シーブラッシュは，40％以下しか行わない者

がほとんどだが，べ一スー有利一不利型は

ネットラッシュの比率が他よりも多かった。

また，ラリーからネットラッシュする際の基

本的戦法は，あまりネットラッシュしない者

がべ一スー不不一ト有利型で86．3％，べ一スー

不利一不利型で85，8％いたが，べ一スー有利

一不利型は優勢になればネットラッシュする

者が53．3％いた。

　攻撃型か守備型かは，べ一スー不利一不利

型は守備型が89，2％もいるが，他は46．6％，

60．8％で牟った。全体的に守備型が多いが，

特にべJスー不利一不利型は，べ一スライン

で守りのプレーを好むといえる。また，心の

安定は，守っている時が安定はべ一スー不利

一有利型で54．9％，べ一スー不利一不利型で

67．8％いたが，べニスー有利一不利型は攻撃

している時が安定が60．O％もおり，チャンス

があればネットラッシュしていることが推察

される。このように，べ一スー有利一不利型

はべ一スラインプレーヤーなのにチャンスが

あればネットラッシュするというプレーヤー

である。互いにべ一スラインでのラリー場面

の心理状態は，有利はべ一スー不利一有利型

で64．7％と多いが，他は20．O％，17．9％．であっ

た。

　理想とするテニスは，守備型がべ一スー不

利一不利型で25．9％と他の6．7％，7．8％より

も多かった。ネット，べ一スラインとも不利

なべ一スラ1インプレ’一ヤーは，’まずストロー

クを安定させることを目標にし，そこから

ネットプレーの向上を目指し，理想も守備型

から併用型や攻撃型に変わっていくことが考

えられる。

（2）ゲームでの技術，心理，体力的能力に

対する自己評価についての特性

　図5・6は，テニスのゲーム能力に対する

白己評価得点の平均と有意差検定（t検定）

の結果を示したものである。

a有利一有利型，有利一不利型，不利一有

利型，不利一不利型について
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1）ファーストサープでのサーブラッシュ

9　　　　2回　　　　珊　　　　　6藺　　　　8国　　　　1日邊

6）攻蓼……製オ、、併周茎製あ、、　守燐僅璽カ、

臼　　　　　2田　　　　　4圓　　　　　6日　　　　　88　　　　　1醜

併用有利・不利型

併用不利・有利型

併用不利・不利型

併用有利・

併用不手1ト

併用不利・

不利型

有利型

不利型

2）セカンドサーブでのサーブラッシュ

日　　　　　　2日　　　　　　4日　　　　　　6圓　　　　　　8藺　　　　　1醐

7）守備の時と攻撃の暗の心の安定感

併用有利・不利型

併用不利・有利型

併用不利・不利型

併用有利

併用不利

併用不利

不矛1j型

有利型

日　　　　　　　2臼　　　　　　珊　　　　　　6垣　　　　　　8日　　　　　　1固9

不利型

3）ファーストサープに対してのレシーブラッシュ

併用有利・

併用不利・

併用不利・

不利型

日　　　　　2回　　　　　4日　　　　　6囲　　　　　8日　　　　　1回鉋

8）お互いにぺ一スラインでのラリーの場面

有利型

不利型

併用有利・不利型

併用不利・有利型

併用不利・不利型

日　　　　　2日　　　　　4回　　　　　6囲　　　　　8日　　　　1囲8

4）セカンドサーブに対してのレシープラッシュ

臼　　　　　2臼　　　　　4日　　　　　60　　　　　8日　　　　1藺日

9）理想とするテニス観

日　　　　　2固　　　　　4日　　　　　6日　　　　　8回　　　　1嗜9

併用有利・

併用不利・

併用不弄1」・

不利型

有利型

不利型

併用有利・

併用不利・

併用不利・

不利型

有利型

不手1」型

5）ラリーからネットヘ出る際の墓本的な戦法

日　　　　　2臼　　　　　4囲　　　　　6a　　　　　8日　　　　1囲藺

併用有利・

併用不利・

併用不利・

不利型

有利型

不利型

1）～4） 殆どすぺてのポイント

で行う　（80～100％）

右＝うほうが多い

（60～80％）

ほぼ半々

（40～60％）

｛テわないほうオ…多セ、

（20～皇0％）

殆ど行わ柵・

（O川20％）

5）　　　　できるだけ皐くネット

　　　　　にっこうとする

福手より阜くネットに

つこうとする

優勢になってからネッ

トにつこうとする

老毫o、オ芋一，レあ…きた萄｛こ

だけネットヘ出る

できるだけネットに出

ないようにする

6）　　　　鯉的な攻撃型 攻撃型に近い 併用型一 守欄型に近い 典型的な守備型

7）　　　攻撃していたほうが安

　　　　　定感がある

攻撃していたほうが多

少安定感がある

どちらでも安定憾があ

る

守っていたほうが多少

安定感がある

守っていたほうが安定

憾がある

8）　　　きわめて有剰である やや有利である どちらともいえない 多少不安である 不安で仕方がない

9）　　攻曝型 頭脳型 守欄型

図3　ゲーム時のネットラッシュの頻度，場面に応じた心理的安定感等について（その皿）
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1）ファーストサーブでのサーブラッシュ

8　　　　珊　　　　蝸　　　　68　　　8日　　　1邑日

6）～定肇塞重聖オ、、　萄芋用型カ、、守也箇…製あ、

臼　　　　　2回　　　　　4国　　　　6囲　　　　　9臼　　　　］囲8

べ｝ス有利・不利型

べ“ス不利』有利型

へ一ス不利・不利型

べ一ス；膏’利・

べ一ス不利・

べ一ス不利・

不利型

有弄11型

不利型

2）セカンドサープでのサープラッシュ

日　　　　2囲　　　　蝸　　　　6日　　　　8日　　　　1日藺

7）守備の跨と攻撃の跨の心の安定感

べ一ス有利・

べ一ス不利・

べ一ス不利・

不利型

有利型

不利型

べ一ス有利

べ一ス不利

べ一ス不利

不利型

有利型

8　　　　2日　　　　柵　　　　闘　　　　　髄　　　　1崎臼

不利型

3）ファーストサープに対してのレシーブラッシュ

日　　　　　2日　　　　4藺　　　　69　　　　8回　　　　159

8）お互い喜こぺ一スラインでのラリーの窺面

べ一ス有利・

べ一ス不手1」・

べ一ス不利・

．不利型

有利型

日　　　　割　　　　珊　　　　6囲　　　馳　　　　1醐

べ｝ス有利・不利型

べ一ス不利・有利型

べ一ス不利・不剥型 不利型

4）セカンドサーブに対してのレシーブラッシュ

日　　　　　2圓　　　　4日　　　　6日　　　　8圓　　　　一脇

9）理想とするテニス観

ぺ…ス有利。不利型

べ｝ス不手1」・有利型

べ一ヌ不利・不利型

べ一ス百利

ぺ一一ス不利

べ一フ不利

不利型

有利型

0　　　　　　2日　　　　　　’日　　　　　　69　　　　　　88　　　　　　1㎜

不利型

5）ラリーからネットヘ出る際の基本的抜戦法

日　　　　　2圓　　　　4日　　　　6日　　　　8日　　　　1⑭9

べ’ス有利・

べ一ス不利・

べ一ス不利・

不利型

有利型

不利型

1）～4） 殆どすぺてのポイント

でf予う　（80～100％）

行うほうが多い

（60～80％）

ほぼ半々

（40－60％）

fテわないほうカ≒多｝、

（20～40％）

殆ど行わない

（0川20％）

5）　　　　できるだけ早くネット

　　　　　につこうとする

看冒ヨ…より早くネソト…こ

つこうとする

優勢になってからネッ

トにつこうとする

淺いポー1レがきた時に

だけネットヘ幽る

で蜜るだけネットに兇

ないようにする

6）　　　　典型自旬な攻肇塵黎 攻撃型に近い 俳用型 守個彗型一こ…匠｝、 奥型的な守備型

7）　　　攻撃していたほうが安

　　　　　定感がある

攻撃していたほうが多

少安定鰯がある

どちらでも安定憾があ

る

守っていたほうが多少

安定憾がある

奇っていたほうが安定

感がある

8）　　　きわめて有利である やや有利である どちらともいえない 多少不安である 不安で仕方がない

9）　　攻撃型 頭贈型 守備型

図4　ゲーム時のネットラッシュの頻度，場面に応じた心理的安定感等について（そのW）

一21一



　図5に示したように技術的能力は，有利一

有利型と有利一不利型はサーブとネットでの

決定力といえる決めのボレー，スマッシュは

共通して高かった。しかし，レシーブやべ一

スラインプレーばかりでなく，つなぎのボ

レーでは前者が有意に高く，ネットでのミス

の比率に差があることが考えられる。有利

不利型は不利一不利型よりサーブ，アプロー

チショットからネットプレーで有意に高かっ

た。有利一有利刑と不利一有利型は守りの要

であるつなぎのストロークと守備のロブは共

通して高かったが，ネットプレーやそれにつ

ながる攻撃的ストロークとアプローチショッ

トで前者が有意に高かった。不利一不利型は

つなぎのストロークと守備的ロブはそんなに

低くないことから，まずこの2つの技術から

自信を得ていくものと思われる。不利一有利

型と不利一不利型はネットプレーは共通して

低かったが，べ一スラインからコースを狙っ

たり，攻めたりするレシーブ，攻撃的ストロー

クやロブ，パス，アプローチショットでは前

者が有意に高かった。全体的に，べ一スライ

ンが有利な者はべ一スラインでの攻撃の技術

に自信を持つように思われる。

　心理的能力は，有利一有利型は3．5以上と

高い項目が多く，他よりもほとんどの項目で

有意に高かった。有利一不利型と不利一不利

型は前者が有意に高い項目が多かったが，

べ一スラインプレーで要求される忍耐力のな

さは共通の特性といえる。べ一スラインプ

レーの向上を目指すには，忍耐力のトレーニ

ング，すなわち体力的な持久力のアップを計

る必要があると思われる。特に，不利一不利

型はボールのコース予測能力が低く，技術ト

レーニングだけでなく，海野舳9）らが示し

たような予測認知学習方法等で高めていく必

要があると思われる。

　体力的能力は，有利一有利型は有利一不利

型よりべ一スラインでの素早い動きやパスの

スピードだけでなく，ネットでの逆の反j．むで

も有意に高かったが，つなぎのボレー技術の

差との関連を考えると，後者は予測と違った

コースにボールがきたらミスしやすいものと

思われる。有利一不利型と不利一不利型は

べ一スラインでの持久力のなさが，有利一有

利型と不利一有利型は，べ一スラインでの持

久力の高さが共通の特性といえる。まず，べ一

スラインでの持久力がべ一スラインプレーの

自信の根拠になることが考えられる。

bネットー有利一有利型，ネットー有利一

不利型，ネットー不利一有利型について

　図6に示したように技術的能力は，ネット

ー有利一有利型とネットー有利一不利型はア

プローチショット，ネットでの決定力といえ

る決めのボレー，スマッシュ能力の高さは共

通の特性といえるが，べ一スラインプレーで

前者が有意に高かった。べ一スラインプレー

でのこの違いが同じネットプレーヤーなのに

ネットラッシュの考え方に差が現われる原因

と考えられる。ネットー有利一有利型とネッ

トー不利一有利型はラリー中のストロークや

ロブ能力の高さは共通の特性といえるが，ボ

レーは前者が有意に高かった。ネットー不利

一有利型はネットよりもべ一スラインに自信

を持ちながもネットラッシュしていることが

考えられる。ネットー有利一不利型とネット

ー不利一有利型はラリー中のストロークとパ

スで後者が，ネットプレーで前者が有意に高

く，同じネット型でも両極をなしていること

が考えられる。

　心理的能力は，ネットー有利一有利型は全

体的に他よりも高かった。ネットー有利一不

利型はネットー不利一有利型よりネットプ

レーで特に要求される決断力，勇気，ネット

での予測は有意に高かったが，これが典型的

なネットプレーヤーの特性ではないかと思わ

れる。

　体力的能力は，ネットー有利一有利型と

ネットー有利一不利型は共通した項目が多

かったが，べ一スラインでの持久力や素早い
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技衛釣酪力

　　1）サーブ

　’2）レシープ

　　3）ラリー申のつなぎのストローク

　　4）ラリー中の攻撃的ストローク

　　5）アプローチショット

　　6）つなぎのポレー

　　7〕決めのボレー

　　8）スマッシュ

　　9）パス

　10）守鰯的ロブ

　11〕攻籔的ロブ

心理的能力

　12）簑申カ

　13）決断力

　14）自僑

　15）勇気

　16）闘志

　17）忍耐力

　18）圃利志向僅

　19）自己コントロール

　20）あがりの防止能力

　21〕根牲

　22）攻撃心

　23）ネットプレーにおける相手パッサーの
　　　打酬こ対する予翻館力
　24）相手ネットプレーヤーの動きに対する
　　　予測鮨カ

体力的能力

　25）ぺHスラインで畏＜ラリーを繍げるの
　　　を鎌り返すのに必璽な体力
　26）ネットラッシュ及ぴネットプレーの瞬
　　　発的な動曹を繰り返すのに必璽な体力
　27）ネットプレーにおける相手のパス’ロ
　　　ブに対する繁皐い動き
　28）べ一スラインプレーにおける相手のボ
　　　レー・スマッシュに対する索皐い動き
　29）ぺ一スラインプレーで逆をつか机たと
　　　害のとっきの反応
　30）ネットプレーで逆をつかれたときのと
　　　っきの反応
　3ユ）サーピスのスピード

　32）スマッシュの威力

　33）パスのスピード

　34）ネットプレーにおけるリーチの広さ

　35）桑軟性

　36）バランス

　37）功ち牲

　38）握カ

　39）協応性
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図5　テニス能力の自己評価（そのI）
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技衛的醜力’

　　1）サーブ

　　2）レシープ

　　3）ラリー中のつなぎのストロエク

　　4）ラリー申の攻撃的スト回一’ク

　　5〕アプローチショット

　　6ジっなぎのポレー

　　7）決めのポレー

　　8）スマッシュ

　　9）パス

　10）守傭的ロブ

　ユ1〕攻撃的ロプ

心理的館力

　12）繁申力

　13）決踊力

　14）白傳

　15）勇気

　16）閨志

　17〕忍耐力

　18）麟利志向牲

　19）自已：コントロール

　20）あがりの防止龍力

　21）根笹

　22）攻撃心

　23）ネットプレーにおける相手パッサーの
　　　打球に対する予測館力
　24〕相手ネットプレーヤーの動曹に対する
　　　予測能カ

体力的鵡力

　25）ぺ｝スラインで畏くラリHを繍けるの
　　　を鍵り返すのに必璽な体力
　26）ネットラッシュ及ぴネットブレーの瞬
　　　発的な動きを繰り返すのに必璽な体力
　27）ネットプレーにおげる相手の’パス。ロ
　　　プに対する繁皐い動き
　28）ぺ一スラインプレHにおける福字のポ
　　　レ山・スマッシュに対する轟皐い動き
　29〕ぺ一スラインブレーで遡をっかれたと
　　　竃のとっきの反応
　30）ネットプレーで逆をつかれたと密のと
　　　っきの厘応
　31〕サーピスのスピード

　32）スマッシュの威力

　33）パスのスピ出ド

　34）ネットプレーにおげるリーチの広さ

　35）桑蝋牲

　36）バランス

　37）功ち性

　38）握カ

　39〕協応性
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図6　テニス能力の白己評価（そのu）
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．動き，パスのスピードで前者が有意に高かっ

た。前述したようにべ一スラインでの落ち着

き，すなわちネットラッシュ時の不安感に差

がみられるようである。ネットー有利一有利

型はネットー不利一有利型よりネットプレー

に必要な体力や素早い動き，リーチの広さは

有意に高かった。ネットー有利一不利型は

ネットー不利一有利型よりネットでの素早い

動きやリーチの広さ，パスのスピードで有意

に高かった。ネットー不利一有利型のネット

でのリーチのなさは，予測の悪さとの関係が

大きいと考えられ，予測のトレーニングを行

う必要があると思われる。

c併用一有利一不利型，併用一不利一有利

型，併用一不利一不利型について

　図6に示したように技術的能力は，併用一

有利一不利型と併用一不利一有利型は共通し

た項目が多かったが，ネットでの決定力とい

える決めのボレー，スマッシュで前者が，べ一

スラインでの決定力といえるパスで後者が有

意に高かった。決め球に違いがあり，同じ併

用型といってもプレースタイルにはかなり違

いがあるように思われる。併用一有利一不利

型は併用一不利一不利型より攻撃のロブやア

プローチショット，ボレーで有意に高かった。

併用一不利一有利型は併用一不利一不利型よ

りレシーブ，パス，攻撃のロブは有意に高かっ

た。全体的にネットプレーよりもべ一スライ

ンプレーでの白信の差で区別できるように思

われる。

　心理的能力は，3つとも共通し牟傾向を示

し，あまり大きな違いはみられなかった。

　体力的能力は，併用一有利一不利型と併用

一不利一有利型は共通した傾向を示したが，

併用一不利一不利型は他より多くの項目で得

点が低く，有意差がみられた。全体的にネッ

ト，べ一スラインでの有利不利による体力的

能力の違いは，あまりみられなかった。

dべ一スー有利一不利型，べ一スー不利一

有利型，へ一ス　不利一不利型について

　図6に示したように技術的能力は，べ一ス

ー有利一不利型とべ一スー不利一有利型はロ

ブやストロークは共通していたが，ボレーで

前者が有意に高かった。べ一スー有利一不利

型はべ一スー不利一不利型よりネットプレー

ばかりでなく，べ一スラインでの高等技術で

あるパス，攻撃のロブで有意に高かった。べ一

スー有利一不利型はべ一スラインプレーも苦

手ではないけれど，ネットヘでたほうが相手

のミスも起こりやすいなどを考えてのことで

はないかと思われ，かなりネットラッシュし

ていることが推察される。べ一スー不利一有

利型はべ一スー不利一不利型よりべ一スライ

ンプレーで有意に高かった。

　心理的能力は，べ一スー有利一不利型と

べ一スー不利一有利型は全体的に共通してい

たが，ネットでの予測は前者が有意に高かっ

た。べ一スラインプレーヤーにネットラッ

シュの機会を多くするためにはネットでめ予

測能力をトレーニングする必要があると思わ

れる。べ一スー不利一不利型は他よりも全項

目で得点が低く，多くの項目で有意差が見ら

れた。

　体力的能カは，べ一スー有利一不利型は

べ一スー不利一有利型よりネットでの動きな

どで有意に高かった。べ一スー不利一不利型

は他よりほとんどの項目で得点が低く，有意

差がみられた。

M　まとめ

　テニス選手めプレースタイルを従来のネッ

ト型あるいはべ一スライン型に分類するので

はなく，ネットやべ一スラインのポジション

に位置した場合にプレーヤー白身が有利と感

じるか不利と感じるかによって分類し，それ

らがどのような特性を持つかを明らかにする

ことを目的と’した。調査は関東大学テニス

リーグの1部一3部までの部員440名（男子

3ユ2名，女子ユ28名）を対象としてアンケート
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調査を行った。主な結果は以下の通りである。

ユ）有利不利型分類では普通一普通型（185

　　名），不利一有利型（93名），有利一不利

　　型（80名），不利一不利型（49名），有利

　　一有利型（33名）の順で多かった。

2）位置型分類と有利不利型分類を組み合わ

　　せると，ネット型ではネットが有利と考

　　える者が61名（53．4％），べ一ス型では

　　べ一スラインが有利と考える者が79名’

　　（47．6％）と多かった。併用型は普通一

　　普通型76名（48．ユ％）を頂点にピラミッ

　　ト型であった。

3）また，ネット型ではネットが不利と考え

　　る者は14名（12．ユ％），べ一ス型では，べ一

　　スラインが不利と考えるものは43名

　　（25．9％）であった。

4）有利不利型分類によるプレースタイルの

　　特性については，有利一有利型と有利一

　　不利型はネットラッシュする率が高かっ

　　たが，つなぎのボレーの自信は前者のほ

　　うが高かった。また，不利一不利型はテ

　　ニスの能力全般に自信がないようであっ

　　た。

5）位置型分類と有利不利型分類の組合せに

　　よるプレースタイルの特性については，

　　ネット型でもネットー不利一有利型は

　　ネットラッシュの頻度が小さく，ネット

　　プレーに自信がないようであった。また，

　　べ一ス型でもべ一スー有利一不利型は

　　チャンスがあればネットラッシュするよ

　　うであった。
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