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ボールのラケット衝突時における反発係数と摩擦係数の測定実験 

 

山本富士夫（福井大学）、葛西順一（早稲田大学）、岡本孝司（東京大学）、 

桑原譲二（フォトロン）、村中宏充（同）佐々木剛史（同） 

 

１．１．１．１．    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 2009 年度の筆者らの予算申請題目は「打

球コントロールのためのラケット板材とラ

バーの力学特性およびボール運動の空力特

性に関する研究」であった。つまり、研究

の内容は二つあり、その一つは「反発と摩

擦に関わる力学特性」で、もう一つは「空

力特性」である。 

以下に、研究成果を簡単に報告する。 

２．２．２．２．    ボール運動の空力特性にボール運動の空力特性にボール運動の空力特性にボール運動の空力特性について（ナッついて（ナッついて（ナッついて（ナッ

クルボールは「ふらつく」ことがないクルボールは「ふらつく」ことがないクルボールは「ふらつく」ことがないクルボールは「ふらつく」ことがない

証明証明証明証明実験実験実験実験））））    

ナックルボールがカーブとシュートの組

み合わせを１回以上繰り返すような「ふら

つき」をするのかどうかという問題を扱っ

た。それは、ボール形状の非真球性による

微小で高い周波数の「ぶれ」とは別の現象

であり，混同を避けなければならない。研

究実施の一方法は、運動中のナックルボー

ルまわりの気流運動をオイルミストで可視

化し、その動画を PIV（粒子画像流速測定

法）で速度分布を解析するものである。そ

の結果は既に 2009年の ITTF-Congress（横

浜市）で発表済みであるが、その後、その

多数の時系列速度分布を FFT（高速フーリ

エ変換）で解析して周波数特性を求めた。

その結果、有意性のある卓越したスペクト

ルが存在しないことを明らかにできた。す

なわち、気流にはナックルボールによる「ふ

らつき」を誘起するような卓越した周波数

変動が生じていないことから、「ふらつき」

はないと判断できた。 

「ふらつき」の問題を調査するもう一つ

の観察方法として、ロボットマシンからナ

ックルボールを送り出し、その運動を高速

度カメラ２台で捉えるものである。高速度

カメラ１台を、マシンを正面に見てボール

の運動を捉えるように、もう１台を天井か

ら見て水平投射面でのボールの運動を捉え

るように設置した。ボールの速度を約 5m/s

の低速に設定して、10 回の実験を行った。

その結果，ボールの運動軌跡はいずれも直

線的であり、一度も「ふらつき」は観測で

きなかった。 

流体力学では、真球の場合、限界レイノ

ルズ数の約1/10程度の高々数万のレイノル

ズ数では、「ふらつく」ことがないとして知

られているので、上記の実験の結果は、当

然であり､特に新しいものではない。しかし

ながら､卓球選手やコーチの中には､粒高ラ

バーから送られるボールは「ふらつく」と

信じている者もいる。信じていない人はむ

しろ少数のようである。今回の実験により、

「ふらつく」ことはないという結論に達し

たが、これは，卓球の戦術上でも，選手育

成上でも、ありもしない「ふらつき」を信

じさせないために、極めて重要である。な

お、粒高ラケットを打ったボールも、マシ

ンから送られたボールも、ナックルであれ

ば､この結論の一般性に問題はない。なぜな

らば、打球や送球によるボールの変形は、

すぐに回復して真球になってしまうからで
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ある。 

なお，バレーでナックルボールが「ふら

つく」のは、限界レイノルズ数で起こる非

線形現象であり、野球では縫い目から流出

する非定常渦による変動揚抗力によること

が知られている。これらと直径の小さい真

球度の高い卓球ボールとは全く別の現象で

あり、卓球でもナックルボールの「ふらつ

き」があるようなこと混同をしてはならな

い。 

３．３．３．３．    反発係数と摩擦係数の測定実験反発係数と摩擦係数の測定実験反発係数と摩擦係数の測定実験反発係数と摩擦係数の測定実験    

３．１３．１３．１３．１    実験の概要実験の概要実験の概要実験の概要    

 選手はラケットでボールを打ってボール

運動の速度と軌跡をコントロールする。選

手にとってボールがラケットに衝突すると

きの反発と摩擦の力学特性の問題は、用具

の選択と直結して､極めて重要なものであ

る。現実には、研究者にとって、反発や摩

擦の力学特性の解析や実験は難しいもので

ある。商品としてのラケットやラバーの力

学特性については、商業ベースで多様な表

現がなされているが、それらは科学的根拠

や論理があいまいで、科学的に納得できる

説明となっていない。たとえば，粘弾性の

レオロジー特性についてはそれが単純な線

形性ではないし、分子間力であるファンデ

ルワールス力も測定方法が確立されていな

いので、いわゆる「粘着性」の議論を科学

的に行い数値化することは極めてむずかし

い。 

３．２３．２３．２３．２    実験方法実験方法実験方法実験方法    

研究の分析的手法としては、板材とラバ

ーとを切り離して別々にその力学特性を調

査することが大切である。しかし、今回は

データが膨大になり過ぎるため、取り急ぎ、

ラバーを貼り付けたラケットの力学特性だ

けを調べることにした。 

筆者らは、2009 年 12 月に早稲田大学に

おいて、卓球用具メーカ数社の特厚ラバー

（裏ソフトラバー、表ソフトラバー、粒高

ラバー）を貼り付けたラケット（板材は同

一）について、反発係数と摩擦係数の測定

実験を行った。 

その方法として､ラケットを卓球台にシ

ャコマンで固定し､そこにロボットマシン

からボールを衝突させた。今回の実験では、

簡単のためボールの速度はバックスピンの

場合、入射速度 V1=6～8m/s、トップスピン

の場合 V1=10～12m/s とした。スピンはす

べて z 軸まわりの二次元回転に設定した。

したがって、いわゆる横回転成分をもたな

い。回転速度はバックスピンの場合入射回

転速度 n1=55～70rps、トップスピンの場合

n1=90～105rps に設定した。（ｘ軸はボールの

直進方向、ｙ軸は鉛直方向で上向きが正、

座標系は右手系）。衝突前後のボールの入射

時と反射時の並進速度と回転（スピン）速

度の測定を行った。方法として、将来の標

準化を狙うとして、高速度カメラによる動

画解析を用いた。撮影には、フォトロン社

製の高速度カメラを用いた。そのフレーム

速度は 3,000～10,000fps とした。照明には

ハロゲンランプを複数台用いた。ボールに

は回転速度の測定のため細くて小さいマー

カーを描いた。マーカー部分がラバーと接

するような画像は削除した．そのような画

像データでは、セルロイドの表面がラバー

に接触するのではなく、マジックインキが

ラバーに接するため、表面の摩擦特性が異

なることを避けるべきである。 

さて、ボールがラケットに衝突し、ラバ

ーにおける圧縮期間と回復期間を経て、ラ
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ケットを離れるまでの間の弾性変形の時間

変化を厳密に議論して反発係数と摩擦係数

を求めることは難しい。しかしながら、簡

単化のために、ボールは一様な材質の真球

であること、ラバーは一様な材質の平板で

あること、ボールもラバーも滑り摩擦が作

用することを仮定した。そうすれば，初等

力学を使って反発係数と摩擦係数を求める

ことが可能である。その場合、ボールとラ

バーの接触期間（約 1/1000 秒程度）中の滑

り摩擦は、一定方向に平行に作用し、

Coulomb の法則に従うとする。また、ボー

ルが圧縮期間にラバーとの摩擦によって失

う角運動量と回復期間に受け取る角運動量

の評価にはボールの慣性モーメント

I(=2MA2/5、ここで M はボールの質量、A

は横断面積)を用いる。初等力学では、ボー

ルの回転による周速度と衝突時の並進速度

との間の相対速度が正となるか、負となる

かによって、摩擦の作用方向が反対になる．

このことは重要な注意点である。 

反発係数 e と摩擦係数ｆの計算に用いた

式は次の通りである。 

e=－V2y/V1y           (1)                              

 (V1yは入射速度 V1の鉛直 y 成分、V2yは反

射速度 V2の鉛直 y 成分、ｙ軸は鉛直上向き

が正) 

fv=(V2x-V1x)/[(1+e)εAbs(V1y)]      (2)                                             

(fｖは併進速度基準の摩擦係数、V1x は V1 の

x 成分、V2x は V2の y 成分、εは V1x+U1 の

正, 

負によって、それぞれ+1、-1 の値をとる。ここ

に U1(=πｄn1, d=0.04m はボールの直径、n1

はボールの回転速度 rps)は接触点まわりのボ

ール中心の周速度で、反時計方向が正。 

fs=(ω1-ω2)d/[5(1+e)Abs(V1y)]      (3)                                             

(fsは回転速度基準の摩擦係数、ω1とω2はそ

れぞれ入射時回転角速度と反射時回転角速

度 rad/s)。 

３．３３．３３．３３．３    実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察実験結果と考察 

 今回の実験で得られた反発係数、摩擦係数

の値は次の通りである。実験方法としては固

定されたラケットにボールを入射角度３０度～

４５度で衝突させたので、選手が打球した場合

のデータではない。したがって、それらの係数

の測定方法として意義を持つが、選手が要求

する値を得るには、改めて実験を行う必要が

ある。 

 高性能裏ソフトラバーの場合： 

トップスピンに対して反発係数 e=0.85、 

fｖ=0.12～0.16、fs=0.09～0.11 程度。 

バックスピンに対して e=0.89～0.91 

fｖ=1.09～1.10、fs=0.07～0.12 程度。 

 高性能表ソフトラバーの場合： 

トップスピンに対して e=0.75、fｖ=0.10、 

fs=0.11 程度。 

バックスピンに対して e=0.85、fｖ=0.93、 

fs=0.16 程度。 

 高性能粒高ラバーの場合： 

トップスピンに対して e=0.7２、fｖ=0.021、 

fs=0.016 程度。 

バックスピンに対して e=0.75、fｖ=0.57、 

fs=ＸＸ（測定のばらつきが大きかった）。 

 以上の結果を見れば、明らかに、高性能ソフ

トラバーは粒高に比べて全ての係数の値が高

い。このことは選手の感覚と定性的によく一致

している。 

 また、高性能裏ソフトラバーは、反発係数も

摩擦係数も表ソフトラバーに比べて大きことが

明らかになった。 

４．４．４．４．    まとめまとめまとめまとめ 

 本研究により、次の事項が明らかになった。 
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（１） ナックルボールは、「ふらつく」ことがない

ことを明らかにした。 

（２） 高速度カメラによる動画像解析を導入す

ることにより、ボールの入射と反射におけ

る併進速度と回転速度を精度よく測定で

きことを示した。さらに初等力学に基づい

た計算式をつかって反発係数と摩擦係数

を求める方法を示した。 

 反発係数と摩擦係数の実験結果については、

基本的に選手の感覚と定性的に一致したの

で、本方法を標準化するには、今後多くの実

用データーを蓄積し、検討して行けばよいもの

として、一応の見通しが立った。 

((((謝辞謝辞謝辞謝辞))))    動画解析では、フォトロン社の高速

度カメラと専用ソフト「TEMA」を借用さ

せていただいた。カメラ撮影は同社の技術

者が担当された。今回の配分された研究費

が僅少に過ぎるため、同社のご好意により

高速度カメラと TEMA の借用料を免除し

てもらった。ここに記して謝意を表してお

きたい。 
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付録（付録（付録（付録（実験装置写真実験装置写真実験装置写真実験装置写真））））    

 

 

 

 


