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サーブはテニスの様々なストローク

の中でも、最強の武器となる可能性を

秘めている。正確なサーブができれば、

対戦相手に一度の反撃も許さずポイン

トを獲得できる。たとえ狙いをはずし

ても、強力なサーブであればそれだけ

で相手の反応を遅らせ、バランスを失

わせてミスを誘い出すことができる。完

璧なサーブを打ち込むことで、敗北を

避けることもできるであろう。

Groppel（10）は、テニスを「ボール

に対するストロークのたびに、緊急事

態が連続で訪れるスポーツ」と評した。

しかし、サーブは例外である。サーブ

は完全にコントロールできる唯一のス

トロークである。風や日光など環境の

影響を受けることはあっても、打つま

での時間、ボールのスピン、ボールの

位置、サーブの打点を対戦相手にコン

トロールされることはない。サーブは

選手自らがコントロールできる攻撃の

武器であり、それによって、相手を緊

急事態に陥らせるものでなければなら

ない。

サーブのフォームには、選手の熟練

度やボールに加える効果によって、複
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数のバリエーションがある。伝統的で

一般的なスタイルのフラット、スライ

ス、トップスピンの各サーブは、それ

ぞれ動作の一部の要素が異なるが、動

作の根底にある基本原理は同じである。

これらの原理に則して各動作を協調さ

せることが、サーブ動作の成功につな

がる。

サーブ動作は大きく５つの局面に分

かれる。

１）準備

２）トス

３）テイクバック

４）インパクト

５）フォロースルー

本稿で取り上げる動作は、すべて右

利きの選手を想定したものである。ト

スとテイクバックは別の動作に分類し

ているが、実際にはこれらは同調して

いなければならない。１つの動作から

次の動作へのスムーズな移行が、サー

ブの成功のカギである。

準備局面は、ベースラインの後ろに

両足を肩幅程度に開いて立つところか

ら始まる。安定性を確保するため、重

心が支持基底面に収まるように立つ。

前額面を相手コートのサービスエリア

に対して平行にする。このように、矢

状面をボールを飛ばしたい方向に対し

て垂直にしておくことで、インパクト

時に股関節、体幹、肩を90°回旋でき

る。前足はベースラインに対して約

45°になるように置く。平行に足を置

くと、足関節の距腓靭帯と踵腓靭帯の

制限によって回旋が妨げられる。John

McEnroeなどの一部の選手は、この姿

勢を取ってつま先で伸び上がったり、ジ

ャンプすることで股関節を回旋させて

いるが、この方法は、最初に確立した

バランスと安定性を崩す危険がある。

リラックスした直立姿勢がとれたら、

両肩をサービスエリアの方向へ、前額

面に対して平行に屈曲させる。肘も軽

く屈曲させる（図１）。サーブ動作に入

る前に、このリラックスしてバランス

の取れた姿勢を一瞬保持する。

グリップには複数の種類があり、ボ

ールに加える効果によって使い分ける。

グリップについては多くの文献で詳し

く説明されているため、本稿では詳細

は省く。重要な点は、しっかりと固定

してはいるが、万力のように締めすぎ

ずに握ることである。手首をしっかり

固定していないと、高い角速度とトル

クの影響によって、ラケットヘッドが

意図した軌道からそれてしまう。また、

手首が固定されていないと、インパク

ト時のボールの反発力に対抗する力が

出せない。適切なグリップでボールを

しっかり打てなければ、インパクトま

でのすべての動作が無駄になってしま

う。

トス局面では、ボールとラケットを

持った腕を、それぞれ最初の位置から

弧を描くように骨盤の前まで移動させ

る。ラケットを持った腕はそのまま時

計回りに回旋させて、身体の反対側ま

で持っていく。一方、ボールを持った

手はそこで止め、今度は時計と逆方向

に回して最初の位置を通過させる（図

２）。このボールを持った手の一見無駄

な動作は、両方の腕に同じ角距離を移

動させるためには重要である。そうす
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ることで、ボールリリースとそれに続

くインパクトの適切なタイミングとコ

ーディネーションが確保できる。トス

における肩関節の屈曲（外転）は、棘上

筋と三角筋の短縮性筋活動によっても

たらされる（図３）。ボールを持った腕

の最終動作は、肩甲骨の挙上と上方回

旋である。肩甲骨の挙上には僧帽筋や

肩甲挙筋などが、上方回旋には僧帽筋

の外側線維が関与する。肩関節はその

まま屈曲を続け、やがて肘は完全に伸

展して地面とほぼ垂直になる（図４）。

多くの選手はボールをリリースした後、

すぐに腕を下ろしてしまう。しかし、体

幹と肩の早すぎる回旋を防ぐため、ラ

ケットを持った腕がテイクバックで背

中をかけるほどの位置に下りてくるま

では、腕の位置を保持しなければなら

ない。また、常に顔を上げ、ボールか

ら目を離さないことも重要である。最

終姿勢に至る前に指でボールをリリー

スし、ラケットを完全に伸ばした位置

よりやや高く、ボールを上げた方の肩

から約30cm右側へ投げ上げる。

手の平ではなく指でボールを持つこ

とは、非常に重要である。指の繊細な

動作は、肩や腕の大まかな動作よりも

図3 トスとテイクバック

図4 トスとテイクバックの完了
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精密にボールをコントロールできる。こ

れは、指の動作をつかさどる小さな筋

群（指伸筋、小指伸筋、長母指外転筋、

長母指伸筋、示指伸筋、背側骨間筋な

ど）のネットワークが発達しているため

である。また運動制御は、運動ニュー

ロンの筋線維に対する比率が小さくな

ることでさらに細かくなり、活性化と

収縮をより詳細に制御できる（2）。ボー

ルをトスするのに必要な力は、腕と肩

の運動量で大体まかなえるため、指は

ボールの位置の微調整に専念すればよ

い。

伝統的なスタイルでは、サーブ動作

の間ずっと、脚を伸ばした直立姿勢を

保つ。だが現在では（注：1988年）、ト

スとテイクバック局面で膝を屈曲させ

ケットを持った腕を準備局面の位置か

ら時計回りに回旋させる。上腕が肩の

高さに来たら、そこから肘の屈曲と肩

の外旋を開始する。そのまま、ラケッ

トヘッドが背中の下部に達するまで肩

の回旋と肘の屈曲を続ける。このとき、

肘は地面と垂直（矢状面と平行）になる

位置まで移動させる。

テイクバックは適切なトスと同時に

行う必要があるため、習得が難しい。テ

イクバックの動作が大きい理由を、初

心者の多くは理解していない。高い位

置でボールを打つため、多くの選手は

ボールをネットの向こうへ打ち下ろす

ものと誤解している。だが、ボールを

打ち下ろしてサービスエリアに入れ、エ

ラー率を妥当な範囲に収めようとすれ

ば、インパクトの高さが最低でも３m

は必要である（表１）。しかし、身長

183cmの標準的な選手は、2.8mの高さ

でボールを打つ（表２）。そのため、ボ

ールは上向きに打たなければならない。

ボールがリリースされる時の正の角は、

スピンの種類、インパクトの高さ、リ

リースの速度、ボールの位置といった、

複数の要素によって決定される。テイ

クバックの存在意義は、ボールを上向

きに打ち込むことを可能にする点にあ

る。テイクバックの進化によって、攻

撃の武器としてのサーブの価値が高ま

った。

この武器の効果をさらに高めるため

に、股関節、体幹、肩関節の回旋速度

が利用できる。角運動量の移行は、ボ

ールに加えられる力に大きく寄与する。

適切なテイクバックは、角回転の有効

性を決定付ける要素である。角回転に

かかる抵抗は、慣性モーメントの大き

さに左右される。慣性モーメント、す

なわち回転運動にかかる抵抗は、セグ

メントの質量と半径の２乗の関数で求

められる。肘を高く、身体と平行に上

るテクニックが増えつつある（図５）。こ

れは、インパクト前の力強い膝の伸展

を可能にし、それによる地面反力によ

ってボールに垂直方向の力を加えるこ

とに寄与する。これは、特にトップス

ピンサーブにおいて重要である。この

膝の屈曲は、大腿四頭筋群の伸張性筋

活動によって制御される。これと同時

に、身体重心はより後ろ脚に近い位置

に移る。これは、インパクトの前に前

方へ真っ直ぐ重心を移すための準備で

ある。

初心者のサーブでは、テイクバック

動作はほとんど軽視されている。テイ

クバックを適切に行うことは、効果的

なサーブの成功と安定度に直接かかわ

ってくる。テイクバック動作では、ラ

図5 トス／テイクバック局面における膝の屈曲
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げた適切なテイクバック姿勢を取れば、

身体の回転半径は小さくなる。一方、

肘が身体からやや離れて伸展している

（テイクバックが足りない）と、半径は

大きくなる。ちょうど、フィギュアス

ケート選手が腕をたたんだり伸ばした

りして回転速度を調節するように、テ

ニス選手も、適切なテイクバック姿勢

でラケットを持った腕を身体に引きつ

けることで、角回転の質を上げること

ができる。慣性モーメントが小さくな

れば角回転が速くなり、結果的により

大きな運動量をボールに移行できる。

初心者、熟練者に限らず、多くの選

手は肘と肩を矢状面に対して垂直に伸

展／外転させる。肘をこのような状態

にすると、インパクト前の上腕三頭筋

の寄与を無効にし、発揮できる力を弱

めてしまう。一方、肘を高く上げると

上腕三頭筋が伸張した状態になる。こ

れは、直列弾性要素の助けを借りて、

より大きな力を生み出すのに役立つ。直

列弾性要素を構成する筋の結合組織は、

筋の収縮や弛緩によって伸張して素早

く元の状態に戻る際に、ゴムのような

働きをする。従って、肘の位置が低い

ままだと、収縮と直列弾性要素によっ

て発揮されるはずの力が得られない。

準備、トス、およびテイクバック局

面の動作とスタンスは、リラックスし

た、滑らかでスムーズなものでなけれ

ばならない。筋収縮による大きな力発

揮は必要なく、かえって滑らかな動作

の妨げになる。腕の回旋はほとんど重

力に任せればよく、腕とラケットの質

量によって運動量が得られる。腕の挙

上における肩関節の外転には、棘上筋

と三角筋後部線維が、肩甲骨の挙上と

上方回旋には僧帽筋と肩甲挙筋が関与

する。腕の回旋は、肩関節の外旋をも

って完了する。この動作には、棘下筋、

小円筋、三角筋後部線維が関与する。

これらの筋群の最大下の活動と重力が、

インパクト時にボールに加えられる運

動量に寄与する。しかし、多くの選手

はサーブ動作の途中で急に動作を止め

たり、詰まったりしてしまう。原因の

ひとつとして、トスを高く上げすぎる

ことが挙げられる。そうすると、タイ

ミングが狂ってテイクバック局面の動

作が滞る。これは運動量を増やす妨げ

となり、インパクト時により大きな力

を発揮する能力を弱めてしまう。また、

動作の滑らかさが失われ、代わりにボ

ールを「力まかせに」打ち込む結果を

招く。

一部の選手において、トスとテイク

バック局面で背中を過伸展させる傾向

が見られる。この傾向は特にトップス

ピンサーブにおいて顕著である。背中

の過伸展とそれに続く体幹の屈曲は、

ボールに加えられる垂直および水平方

向の力の増大に寄与する。過伸展は脊

柱起立筋群の短縮性筋活動によって開

始され、腹筋群によって過度の動作が

制御される。体幹の力強い屈曲はボー

ルに加えられる力に寄与するが、過伸

展は身体重心を支持基底面の境界近く、

あるいは外へと移動させ、選手の安定

性の大半を失わせる。この動作を適切

に実行するために必要な動的バランス

は、大抵上級者しか維持することがで

きない。

伝統的なスタイルと一般的なスタイ

ルでは、インパクト局面での身体動作

に違いがある（図６）。伝統的なスタイ

ルでは、後ろ足を動かさずに体重を前

足へ移す。一般的なスタイルでは、よ

り大きな体重移動を促すために、後ろ

足を前に踏み出す。可能な限り最大の

力とトルクを生み出すには、角運動量

と併せて線運動量をうまく利用しなけ

3.0m

11.87m

18.77m

6.9m

（0.91m） 
ベースライン ネット 

サービスライン 

インパクトの高さ＝3.0m

表1 打ち下ろすサーブの投射角に必要な推定高度

2.8m

ベースライン ネット サービスライン 

インパクトの高さ＝2.8m

表2 エラー率を考慮したサーブの弾道
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グスと大腿四頭筋における短縮性筋活

動によって実行される。

体重移動、膝の伸展と連動して行う

のが、股関節、体幹、肩関節の力強い

回旋である。この動作の力と速度は、

内外腹斜筋によって制御される。回旋

は、矢状面がサーブエリアと平行にな

ったところで停止させる。その際、ボ

ールを持った腕を、身体の前で反対側

の体側方向へ下げることで、回旋の停

止が促進される。大きな体節の回旋は

角運動量を生み出し、回旋停止後は、

それがより小さな体節である腕とラケ

ットに移行する。この移行が、インパ

クト前に腕の角速度を劇的に増大させ

る。肩の角速度はさらに、広背筋、大

小円筋、大胸筋の上部線維、棘下筋、

上腕三頭筋の収縮によって増大する。

また、肘の伸展も、上腕三頭筋の短縮

性筋活動によって、より力強くなる。

これらの解剖学的、力学的な力を組

み合わせることで、高速でバリスティ

ックな動作がもたらされる。Arielと

Braden（1）も、サーブは完全にバリス

ティックな動作と結論付けている。一

方、グラウンドストロークは、バリス

ティックとトラッキング動作の複合型

と述べている。バリスティック動作は、

プレプログラム動作が特徴である。こ

れは、一旦開始したら、途中で取消す

ことが不可能な動作である。一方、ト

ラッキング動作はより制御された動作

で、主働筋と拮抗筋が直接制御する。

神経筋系への刺激は、筋、腱、および

皮膚の受容器からのフィードバックに

左右される。この２種類の動作の違い

は、本稿冒頭の、Groppel（11）がテニ

スを評した言葉に関連している。グラ

ウンドストロークは、高速で弾み、回

転するボールが引き起こす緊急事態の

連続に適応するため、スイング開始後

に動作を修正しなければならない場合

がある。一方、サーブのトスでは何の

緊急事態も発生しない。確実に適切に

トスを上げれば、そこから開始される

一連の動作は可能な限り最大のトルク

と速度を生み出し、途中で動作の変更図6 コンタクト局面

大胸筋

外腹斜筋

腹直筋

上腕三頭筋

小円筋

大円筋

棘下筋

広背筋

腓腹筋

ヒラメ筋

ればならない。踏み出す動作は、股関

節の角回転を助長する。伝統的なスタ

イルでは、後ろ足をつま先で回転させ

て股関節を動かす。踏み出す動作のほ

うがボールにより大きな推進力を与え

るが、同時に不安定になる。どちらの

スタイルを採用するかは、選手の経験

とスキルから判断すべきである。

また、トス／テイクバック局面から、

屈曲した膝を力強く伸展させることも

一般的に行われている。これは、ボー

ルがネットを越えるように、放物線を

描いて飛ばすために必要な、垂直方向

の力に寄与する。この下肢の伸展は、

股関節の大殿筋、およびハムストリン



9November 2007•Strength & Conditioning

や修正を迫られることもない。

インパクトの成功は手首で決まる（図

６）。平らなラケット面でボールを打つ

には、肩の内旋と手首の回内が必要で

ある。肩の内旋には大胸筋、広背筋、

大円筋、肩甲下筋、および三角筋前部

線維が、手首の回内には円回内筋と方

形回内筋が関与する。スライスとトッ

プスピンサーブでは、多少の回内のほ

かに手首の内転（尺屈）も必要となる。

これは、尺側手根屈筋と尺側手根伸筋

によって実行される。Groppel（11）は、

映画撮影技術を用いてインパクト前の

手首の過伸展と、インパクト時の手首

の屈曲を観察した。その結果、多くの

選手が手首の屈曲の適切なコーディネ

ーションを欠いているために、ボール

を打ち下ろしてネットに引っかけてい

ることがわかった。手首の屈曲はボー

ルに加えられる力にさらに勢いをつけ

る効果があるが、インパクト時にラケ

ット面が下を向かないように注意しな

ければならない。手首の屈曲は橈側手

根屈筋、尺側手根屈筋、および長掌筋

によって起こる。

これらの動作の究極の目標は、ラケ

ットのスイートスポットでボールを打

つことである。Brody（4）は、スイート

スポットについて考えられる定義を３

つ提示した。

１）打撃中心

２）振動の節

３）反発係数が最も高い

打撃中心に力が加わると、直線運動

と回転運動が互いを打ち消し、衝撃が

０となる。この打撃中心にボールが当

たると、グリップに加わる力は全く感

じない。

振動の節は、あらゆる物体には振動

する傾向があるという考えに基づいた

理論である。このような振動は、波状

に伝わって固有振動数を作り出す。節

に近い位置にあると述べている。振動

節は、一般的なモデルのラケットでは

ヘッドから12cm、すなわち中心に近い

位置、オーバーサイズラケットではス

トリングの中心のやや上であった。反

発係数はストリングの中心の下、より

ハンドルに近い部位で最も高くなる。で

は、ボールは一体どこで打てばよいの

か？これを最も的確に説明した言葉と

思われるのが、Groppel（11）の「ヒッ

ティングエリア」である。ボールをラ

ケットで打つ時に絶対的なエリアはお

そらく存在せず、「ヒッティングエリア」

というストリングの中心付近かやや下

の領域が、打撃中心、振動節、および

反発係数の最も適切な妥協点となって

いる。

SPORTS PERFORMANCE SERIES

図7 フォロースルー局面

三角筋中部

腹直筋

大腿四頭筋

腓腹筋

ヒラメ筋

僧帽筋

三角筋後部

外腹斜筋

とは、物体の縦方向に沿って存在する

地点のことで、そこでは、波動が互い

を打ち消しあう傾向にある。ボールが

この点に当たると、腕には振動が全く

伝ってこない。

反発係数は、衝突する物体の弾性を

表す。物体の弾性が低い（硬い）ほど反

発はより大きく、反発係数はより高く

なる。ラケットはハンドルの付近が最

も硬く、吸収される弾性エネルギーが

より少ないため、この付近における反

発係数は高くなる。ストリングの反発

係数が最も高いのは、垂直の重心線に

沿った箇所である。

Brodyは、打撃中心は一般的なモデ

ルのラケットではヘッドから５cm下、

オーバーサイズラケットではより中心
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フォロースルーは、サーブ動作の最

後を締めくくる局面である（図７）。フ

ォロースルーが短い場合は、拮抗筋の

活動が動作を妨げ、速度を落としてい

ることが原因である。この拮抗筋の活

動はインパクトの前に始まっており、初

期のトルク、速度、および運動量によ

る力の和を一部無効にする。

フォロースルーではラケットが弧を

描く動作を続けて、身体の正中矢状面

を横断させていく（図７）。ラケットヘ

ッドは、左の脛骨の外側下部を通過す

るあたりで停止、あるいは減速させる。

これによって、重心は前足の上に移動

する。この重心移動による不安定性に

よって、次の姿勢に移る動作がしやす

くなる。これによって、相手のサーブ

リターンが生み出す緊急事態に反応し、

反撃する準備が整う。

トレーニングプログラム

サーブのバリスティックな動作は、筋

の活動および力学的な要因によって生

じる。キネティックチェーンにかかわ

る線運動量、角運動量の移行、および

力の和は、すべて最終的な結果に関係

する。これらは、各動作のタイミング

とコーディネーションの向上を図るこ

とで、さらに改善できる。これらのメ

カニズムにおける力と速度は、筋機能

の向上によっても改善できる。テニス

のための筋力／パワートレーニング・

プログラムは、インパクト時にボール

に加えるトルクを増大させるだけでな

く、その動作を継続的に何度も繰り返

す能力も強化できる。

テニスのトレーニングプログラムで

は、競技特異的な動作を考慮に入れな

ければならない。プログラム導入にあ

たって考慮すべき概念は、動作特異性

と速度特異性の２つである。これら２

つの要素を組み合わせることで、テニ

スに最も効果的なプログラムを作成す

ることができる。

動作特異性は、多くのトレーニング

プログラムで見過ごされている領域で

ある。競技あるいは動作特異性は、筋

力トレーニングにおける重要な概念で

ある。この概念は、代謝特異性と、

様々な筋線維タイプの関与によって裏

付けられている（16）。また、精神運動

学習の理論も、動作特異性の概念と一

致する。Adamの知覚痕跡のメカニズ

ムとSchmidtのスキーマ理論は、いず

れもひとつの動作を継続的に反復する

ことで、動作の記憶または習慣を記号

化させることを重視している（15）。課

題を習得するには個々のパーツに分け

るよりもひとつの動作として覚えた方

が、より効果的であることが研究によ

って示唆されている（14,3）。多くのウ

ェイトトレーニング・エクササイズは

個々の筋を単独で動員するが、より一

般性が高く、ひとつの領域内のすべて

の筋を強化するエクササイズもある。過

剰な筋肥大は動作効率を妨げる可能性

があるため、動作特異的なトレーニン

グでは、エクササイズ数を関与する筋

系の刺激に十分な程度に留めるとよい。

ワークアウト時間の短縮は、強度の向

上と時間管理の効率化につながる。無

負荷、または負荷をかけた条件下で競

技動作を継続的に反復すれば、同じ動

作を様々な条件下で自動的に力強く再

現できるようになる。

近年、速度特異性も考慮すべき重要

な概念として注目を集めるようになっ

た。初期の筋力に関する研究では、一

部の研究者が、ウェイトトレーニング

が四肢の動作速度を向上させることを

証明している（18,8）。しかし、近年の

等速性筋力に関する研究では、トレー

ニングに速度特異性のあることが示さ

れている。Caiozzo（5）、Coyle（9）、

Sherman（19）、およびCarr（7）などの

研究では、等速性トレーニングを行っ

たところ、ピークトルクはトレーニン

グを行った速度でのみ向上した。

Knapik（12）はこれについて、異なる速

度では運動課題の差がより大きくなり、

神経の動員とコーディネーションにも

異なるパターンが要求されるためだと

説明している。他の研究では、トレー

ニング効果は、トレーニングを行った

速度とそれ以下の速度で現れることが

確認されている（17,13,6）。従ってパワ

ートレーニングが速度に及ぼす効果は、

狭い範囲に限定されると考えられる。

しかし、プログラムはまず基礎筋力

の確立から始める必要がある。そこで、

トレーニングプログラムの最初のマク

ロサイクルには、強度を漸増させる等

張性トレーニングを組み込む。神経筋

系を刺激してある程度の筋肥大を促す

のに十分な抵抗を確保するために、各

動作はゆっくりと正確に行わなければ

ならない。基礎筋力を確立する目的は、

続くスピードトレーニングへの準備を

整え、傷害を防ぐことである。

筋力トレーニングによる傷害防止は、

ラケットとボールから受けるトルクや

振動に対する筋の衝撃吸収力を強化す

ることで実現される。筋の緊張や肥大

が亢進すると、関節周囲の腱の張力が

増大する。腱張力の増加は、靱帯が関

節構造の完全性を支える補助をする。

短縮性、伸張性両方の収縮力を強化す

ることで、サーブやグラウンドストロ

ークでの運動量からの力をより効率よ

く減速できる。また筋力トレーニング

には、多くのラケット競技選手に見ら

れる片側優位性を緩和する効果がある。

左右の体側の筋がアンバランスだと、ア

ライメントの問題や筋の疲労につなが

る。

筋力トレーニングは、徐々にスピー
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ドまたはパワートレーニングに置き換

えていくが、これにはいくつかの選択

肢がある。最も進んだ選択肢のひとつ

が、動作速度を制御するマシンを用い

た等速性トレーニングである。これは

抵抗を柔軟に変更できるが、一部の動

作特異性を欠く。一方、手術用チュー

ブを使った運動は、動作／速度特異性

はあるがチューブに弾性があるために、

動作の最初に抵抗をかけられない。フ

リーウェイトではバリスティックな動

作が可能だが、慣性の法則（動いている

物体はいつまでもその動作を続けよう

とする）のために関節可動域の最後では

ほとんど抵抗がかからない。さらに、フ

リーウェイトによる運動量は傷害につ

ながる危険がある。これらの問題の解

決策は、可動域全体と広範な速度にわ

たって筋系に過負荷をかけられるよう

な、複合型のトレーニングプログラム

を作成することである。

年間トレーニングプランを、９～６

月期のトレーニング例で説明する。５、

６月は選手権大会の時期にあたる。ト

レーニングで最低２カ月は維持できる

基礎筋力を確立しなければならない。筋

力の強化に続いて、パワーセッション

を月ごとに漸増的に導入していき、最

終的にはパワーが主な強化項目となる。

これに基づく各トレーニングの設定は

以下の通りである。

９～10月：

等張性トレーニングを週３回

11月：

等張性トレーニングを週２回、

パワートレーニングを週１回

12月：

パワートレーニングを週１回、

等張性トレーニングを週１回

１～４月：

パワートレーニングを週３回

５、６月：

トレーニング量を漸減し、大会に

ピークを持っていく

パワーセッションは、等速性、バリ

スティック、プライオメトリクスのい

ずれの運動でもかまわない。しかし、残

念ながら多くの等速性マシンはあまり

に高額で、多くの場合現実的な選択肢

とはならない。その点、バリスティッ

クな手術用チューブは、シンプルで安

価な選択肢であり、通常の練習セッシ

ョンの前後に組み込める。しかし、先

述の通り可動域全体に負荷をかけられ

ないという欠点もある。従って、複合

型のトレーニングルーティンを導入す

る方が有益性は高いかもしれない。

テニスにおける筋活動の効率を高め

る競技特異的なエクササイズ例を表３

～６に示した。◆

SPORTS PERFORMANCE SERIES

表3 等張性トレーニング

ベンチプレス

セット数 レップ数* 機能エクササイズ

表4 等速性トレーニング

エクササイズ

ショルダー・ホリゾンタル・アブダクション－アダクション

ショルダーアブダクション

ショルダーアダクション

ショルダー・フレクション－エクステンション

ショルダー・メディアル－ラテラルローテーション

バイセップス－トライセップス

レッグフレクション－エクステンション

レッグアブダクション－アダクション

プランターフレクション

ドルシフレクション

：4セット
：12～20レップ
：セット1＠60°/sec
：セット2＠180°/sec
：セット3、4＠300°/sec
：筋に広範な速度と抵抗を経験させる

3 12,10,8 ウォームアップ／上半身

プルオーバー 3 12,10,8 オーバーヘッド／サーブ

ショルダーアブダクション 3 12,10,8 バックハンド

ショルダーアダクション 3 12,10,8 フォアハンド

シーティッドロウ 3 12,10,8 バックハンド

トライセップスエクステンション 3 12,10,8 オーバーヘッド／サーブ

バイセップスカール 2 10,8 筋バランス

リストフレクション－エクステンション 2 15 ラケットコントロール／サーブ

スクワット 4 15,12,10,8 準備姿勢からの加速

レッグエクステンション 2 10,8 コートでの動作

レッグフレクション 3 12,10,8 コートでの動作

レッグアブダクション 2 12,10 コートでの動作

レッグアダクション 2 12,10 コートでの動作

カーフレイズ 3 15,12,10 加速

使用する機器：フリーウェイト、マシン等
短所：速度特異性に欠ける

*レップ数はあくまで目標である。レップ数を完了できない程度に負荷を設定すること。目標を達成できたら負荷を
増やす

すべてのエクササイズを
以下の設定で行う
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表5 手術用チューブを用いたバリスティックトレーニング

フォアハンド

セット数 レップ数エクササイズ

3 15～20

バックハンド 3 15～20

フォアハンドボレー 3 15～20

バックハンドボレー 3 15～20

オーバーヘッド／サーブ 3 15～20

スクワットジャンプ 4 15～20

レッグアブダクション 3 15～20

レッグアダクション 3 15～20

レッグフレクション 3 15～20

短所：関節可動域の最初に負荷をかけられない

*すべてのエクササイズで試合に近い速度を意識する
**拮抗筋群のエクササイズはスーパーセット法で行う
フォアハンドのエクササイズが終わったら休息で時間を無駄にせず、続けてバックハンドを行う

***最後の数レップ、または最後の1セットは、必ずしもすべて完了できなくてもよい
セットをすべて完了できるようになったら、強度を上げる

表6 複合型トレーニング

ベンチプレス（等張性）

セット数 レップ数 機能エクササイズ

3 12,10,8 ウォームアップ

フォアハンド（バリスティック） 3 15～20 動作特異性

バックハンド（バリスティック） 3 15～20 動作特異性

フォアハンドボレー（バリスティック） 3 15～20 動作特異性

バックハンドボレー（バリスティック） 3 15～20 動作特異性

オーバーヘッド／サーブ（バリスティック） 3 15～20 動作特異性

ショルダープレス 2 10,8 過負荷抵抗

シーティッドロウ 2 10,8 過負荷抵抗

ラットプルダウン 2 10,8 過負荷抵抗

サイクリング 3～5 任意の時間（分） ウォームアップ

プライオメトリクス

（例）デプスジャンプ 3～5 12～20 コートでの敏捷性

ラテラルジャンプ 3～5 12～20 コートでの敏捷性

フォワード／バックワードジャンプ 3～5 12～20 コートでの敏捷性

その他

スクワット 3 15,12,10 過負荷抵抗

レッグフレクション 3 12,10,8 過負荷抵抗

広範な速度と抵抗を提供する。
可動域全体にわたる抵抗を提供する。

注：プライオメトリックエクササイズの種類は定期的に変える
1回のセッションで2種目のプライオメトリックエクササイズを行う




