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卓球新用語について 

 

近藤欣司、前原正浩、星野一朗、葛西順一 

 
１．＜フォアハンド＞１．＜フォアハンド＞１．＜フォアハンド＞１．＜フォアハンド＞    

・ロング・ロング・ロング・ロング    

アタック感覚でスピード重視、ラケット面は起こす、打球点は C 付近でボール中央を弾

く打法、擦らないよう注意。重心移動と戻りの早さ徹底する。指の使い方はペンはイン

パクト親指と中指に力、シェイクは親指と人差し指の第一関節で中腹は使わない。ロン

グ打法の強さは 100％、80％、50％、30％） 

・スマッシュ・スマッシュ・スマッシュ・スマッシュ    

 ロング打法の強さ 100％でチャンスボールを全力で打ちぬく打法、大きめのスイングで力

強く打つ決め球、重心移動をしっかり行う。スイングは上から下前方方向に叩きつける。 

・ドライブ・ドライブ・ドライブ・ドライブ    

 ロング打法より強い前進回転を加える打法、バックスイングはロングよりやや下に構え

ボール中央より少し上を擦る。打球点は頂点付近かそれ以降、強く回転をかける、ポイ

トはインパクト直前に前腕を加速させ手首を使う。強ドライブ、ハーフドライブ、ロン

グドライブ、頂点ドライブ、ループドライブ、ナックルドライブ等種類あり。 

・・・・下回転に下回転に下回転に下回転に対するドライブ対するドライブ対するドライブ対するドライブ    

 ツッツキやカットボールに対するドライブでバックスイングがロングドライブ時より少

しお尻の後方よりスタート、斜め下から前方方向に楕円を描きこすり上げる、右肩と右

腰の位置を少し落とし腰の回転、重心移動を意識、打球点は C～D 付近で使い分ける。

下回転に負けないよう回転を加える。 

 ＊インパクトの微調整が重要 

 相手の打球の微妙な変化に合わせ手首や指の使い方、力加減の調整を行い合的に打球す

る。近年は相手の球質の変化に対しラケット面を大きく変え対応するより、基本の角度

を定めインパクトでの擦り具合、ボールの打球面、スイング方向の微調整等の方が安定

する。 

・前陣カウンタードライブ・前陣カウンタードライブ・前陣カウンタードライブ・前陣カウンタードライブ    

 相手のドライブに対し前陣ドライブで返球、打球点は頂点前 A～Bで相手ボールが伸びる

前に相手の回転を利用して打つ感覚。コンパクトなスイングで力まず前腕と手首で振る、

腰の回転は使用しない。 

・中陣カウンタードライブ・中陣カウンタードライブ・中陣カウンタードライブ・中陣カウンタードライブ    

 相手ドライブに対し中陣で自分の力で強いドライブ回転で打ち返す。得点を狙い攻撃的

に打つ打法。 

・カーブドライブ・カーブドライブ・カーブドライブ・カーブドライブ    
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 右利きであればラケットを内側に向けボールの外側を擦る、ボールは左に曲がりながら

相手コートへ､フォアサイドに厳しく打てば得点の効果が期待できる。 

 ボールの斜め下をとらえる横下回転ドライブもある 

・シュートドライブ・シュートドライブ・シュートドライブ・シュートドライブ    

カーブドライブの反対でラケットを外側に向け横回転をかける、ボールの左側をとらえ

前腕を反時計回りに回転させる、ラケットヘッドも外向から上向きに変化、前腕と手首

の力が必要 

・ドライブスマッ・ドライブスマッ・ドライブスマッ・ドライブスマッシュシュシュシュ    

 通常のドライブよりぶつけるような感覚で打つ、回転をかけつつスピードも出す。打球

点は頂点付近、スイングは高い位置でボールの斜め上部分を擦り打つ 

・中陣ドライブ・中陣ドライブ・中陣ドライブ・中陣ドライブ    

 中陣でドライブ打法でのラリーの引き合い、フォームはやや大きくなり腰の回転を使い

大きく飛ばす。肩を中心とした鋭い振りや重心の移動、下半身の安定が重要。 

・ループドライブ・ループドライブ・ループドライブ・ループドライブ    

 回転重視の山なりドライブで低めで浅く相手コートに落とす、打球点は落とし体のやや

後方で手首を使い強い擦り、スイングは垂直方向となる。 

・ナックルドライブ・ナックルドライブ・ナックルドライブ・ナックルドライブ    

 回転の少ないドライブ、下回転ボールに対しラケット面は立て気味、手首を使わずボー

ルを擦らず持ち上げるイメージ 

・カウンターアタック・カウンターアタック・カウンターアタック・カウンターアタック    

 相手ドライブに対しアタック感覚でコンパクトに打つ打法、相手の打球の力を利用し得

点を狙う。 

・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ        

対カットに用いる技術、 

・スマップ・スマップ・スマップ・スマップ    

  スマッシュとみせかけストップ 

 

２、２、２、２、＜バックハンド＞（ブォアハンドとの連携重要）＜バックハンド＞（ブォアハンドとの連携重要）＜バックハンド＞（ブォアハンドとの連携重要）＜バックハンド＞（ブォアハンドとの連携重要）    

・バックハンドロング（シェイクハンドのハーフボレー）・バックハンドロング（シェイクハンドのハーフボレー）・バックハンドロング（シェイクハンドのハーフボレー）・バックハンドロング（シェイクハンドのハーフボレー）    

 親指と人差し指でラケットをはさみラケット角度を安定、インパクト時相手ボールの力

に負けないよう親指で支える。体の正面でボールをとらえ肘を支点に前腕を斜め前方に

振り出す。肘は固定せずスイングに会わせ、ある程度自由に動くほうが良い 

・バックショート（ペンホルダー）・バックショート（ペンホルダー）・バックショート（ペンホルダー）・バックショート（ペンホルダー）    

 押し受け止める感覚 ラケット面を打球方向に向け肘を前後に動かしラケットを押し出

すようにして打球。フォロースルーは短くインパクト後は素早く戻る、スイングにあわ

せフリーハンド側の肩前から後ろに引き同時に右足から左足に体重移動を行う。ショー
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トの時は親指を少し浮かすと角度が出しやすい。裏面の３本の指はボールが一つ入るく

らいのスペースを作り力はやわらかく握る。インパクトで人差し指を手前に引くように

して打つと打球面が抑えられオーバーミスが少なくなる。ラケット面は上方向に向けす

ぎるとフォアハンドへの切り替えが難しくなるので横向きかやや下むきが良い 

・バックハンドドライブ・バックハンドドライブ・バックハンドドライブ・バックハンドドライブ    

 バックハンドで強い上回転遼かけて打球、ハーフボレーよりバックスイングをやや下に

とり大き目のスイングとなり擦る感じで打つ。回転を意識し過ぎ、手首を使い過ぎない

よう注意、スイングは肘を支点とした前腕の動きをメインとし、手首はリラックスざせ

スイングにあわせ柔らかく使う。体重移動は左足から右足、インパクトで左ひざをやや

内側に回すように動かすと、腰の力が伝わる。さらに、バックスイングで右肩を前に出

すと上半身の力も使いやすくなり打球点の調整もしやすい。下回転ボールに対してはバ

ックスイングを下にとり、ひざを使い、こすりあげるようにして打つ、スイングは時計

回りのイメージで曲線的にボールをとらえる。打球ポイントを、つなぎのバックハンド

と決め球として打つバックハンドと２つの打球感覚を持つ。 

・カウンターアタック・カウンターアタック・カウンターアタック・カウンターアタック    

 相手のドライブに対しアタック感覚とコンパクトなスイングで相手の打球の力を利用し

決め技として用いる 

・ペン裏面ドライブ・ペン裏面ドライブ・ペン裏面ドライブ・ペン裏面ドライブ    

 ショートより回転がかけやすい、親指と人差し指、中指の３本でラケットを支える。打

球面が下を向きやすいので親指でブレードを押さえ、人差し指を少し伸ばすようにする

と面が作りやすい。スイングはシェイクと同じく肘を支点に前腕を振る、手首は柔らか

く使いラケットヘットが後ろから前に向くようにスイングすると強い回転がかかる。ス

トレートに打つときは肘を前方に押し出す動きを加える。 

 ＊89 年、中国は世界選手権でスエーデンに敗れペンホルダーを進化させるため新技術の

裏面バックハンドの研究を始める。用具、打法、トレーニングを重ね技術の確立。 

・快帯（打点の早いカウンター）・快帯（打点の早いカウンター）・快帯（打点の早いカウンター）・快帯（打点の早いカウンター）帯は引き連れる、付着する意味 

 相手のドライブに対し早い打点でカウンター気味に返球、フォアとバック共に用いる技

術。ポイントは相手のドライブの回転とスピードを利用するイメージ 打つ、受け止め

てボールがはなれるときこする感じで打球。ラケット面は下に向けボールの上側をこす

るように､頂点前でボールをとらえる、スイングはコンパクトにする。 

・・・・アタックカウンターアタックカウンターアタックカウンターアタックカウンター    

 相手ドライブに対し頂点付近でコンパクトなスイングでアタック気味に打つ、相手のボ

ールの回転を利用して打つ感じ 

 ＊中国卓球は打球点の早さを追求することが重要、早いタイミングで打球し相手にプレ

ッシャーを与え自分に有利なラリーに持ち込む、バックは特に威力を出しにくいので

打球点の早さ、安定性が重要。打球タイミングは台からボール３個分の高さでとらえ
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る、常にそのポイントで打てるようにし、レベルが上がったら打球点をわざと変化さ

せるバックにしよう。 

 「中等力量」（全力で打球するのではなく体をリラックスさせ余分な力を加えず打つ） 

  発死力（無茶打ち、ただ力一杯打つ、チャンスボールが来たとき強く打とうとするが 

  体に余分な力を入れると体全体の動きの効率は悪くなりスイングの力がボールに伝わ

りにくくなる、７～８割くらいの力で下半身から上半身そして腕というから全体の力

の移動を意職して打つ。 

 

・・・・両ハンドの切り替え両ハンドの切り替え両ハンドの切り替え両ハンドの切り替え    

 バックハンド技術を習得する上で重要なポイントはフォアハンドとの連携で両ハンドの

コンビネーションを常に意識することである。グリップやスイングが一方に固まらない

よう注意。一球一球スイングの後にニユートラルの位置に戻り次球への準備が必要。 

 直線的切り替え（前陣で対応するため）時間がない時のとっさのブロックで威力より打

点の早さに意識、両ハンドが同じ打球点で体の前方、肘を引かず体の前に置きフォアは

肘から先でコンパクトにスイング｡余裕のある時は大きくバックスイングをとり威力あ

るボールで打ち返せばよい。日本式はフォアは体の横、バックは体の前という打球点の

違いがある。 

 

３３３３,,,,    ＜台上テクニック＞＜台上テクニック＞＜台上テクニック＞＜台上テクニック＞「台上を制する者は試合を制する」「台上を制する者は試合を制する」「台上を制する者は試合を制する」「台上を制する者は試合を制する」    

 

・フリック・フリック・フリック・フリック 台上攻撃の基本的技、台上の短いボールに対し攻撃的返球、スイングは手首

だけでなく肘から先の前腕を用いる、下回転に対してはラケット面を上に向け手首の回

転をしながらボールをとらえそこからかぶせるようにして打つ。この打法はネットミス

を減らせるがバックスイングが小さいためスピードあるボールが打ちにくい。中国式は

打球面を垂直にしてボールをとらえそこからラケットヘッドを回し回転をかける。ペン

であれば中指、シェイクであれば親指と人差し指で回すようにし下から上バックにスイ

ング、インパクト直前まで打球面を開いておくと相手に打球コースが読まれにくくなる。 

 打球前に右足を出し打球しやすい位置に動く、手首だけでなく肘から先の前腕の回転で

打つ 

・バフォアフリツク・バフォアフリツク・バフォアフリツク・バフォアフリツク ラケツト面をバックに向け打球直前に手首を返し打球方向はフォアへ 

・フォバックフリツク・フォバックフリツク・フォバックフリツク・フォバックフリツク ラケツト面はフォアに向け打球直前に手首をバックに向け打球方向

はバックへ 

・・・・ツーバンドフリツクツーバンドフリツクツーバンドフリツクツーバンドフリツク ショートサーブに対するレシーブで相手コートのネット際にフリ

ックでレシーブ 

・台上バックハンド・弾打・台上バックハンド・弾打・台上バックハンド・弾打・台上バックハンド・弾打    

 コンパクトなバックのミート打ちでネット際に甘く浮いたボールを決めに行く技、打球
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面を垂直に立てバックスイングでヘッドを手前に引き勢いよく前方に振り、アタック感

覚で打つ。回転はかけないで肘はやや曲げておき手首だけでなく前腕を使う 

＊卓球の４大要素 

  速さ スピードボール、スイング、フットワーク、タイミング 

  安定  コントロール 

  威力  パワー 

  変化  タイミングや回転、落球点の変化 

・逆モーションフリック・逆モーションフリック・逆モーションフリック・逆モーションフリック    

 一瞬クロスに打つと見せかけストレートへ逆にストレートに打つと見せかけクロスへと

いういわゆる逆モーションの技術、台上プレーや台の外でも用いる。顔や体の向きと打

球方向が逆になるのがポイント。顔や足の踏み込みはクロス、目と打球はストレート、

打球面もインパクト直前まで体と同じ方向に向ける。 

・流しツッツキ＞ピエ（カーブ、シュート）サイドスピンツッツキ・流しツッツキ＞ピエ（カーブ、シュート）サイドスピンツッツキ・流しツッツキ＞ピエ（カーブ、シュート）サイドスピンツッツキ・流しツッツキ＞ピエ（カーブ、シュート）サイドスピンツッツキ    

 フォアであればラケットを左にスイングしながらボールの左面をとらえる、バックであ

ればえぐる感じでスイングを右に移動しながら右面をとらえる。 

・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ    

 ネット際の短いボールに対する技術で早い打点（A点）でボールをとらえ相手のネット際

に回転をかけ短く落とす、短くするにはバックスイングをとらず少しすくう感じ、また、

ボールの真正面をとらえるのではなく、少しサイドでインパクトすると良い｡慣れてきた

ら少し下回転を加える、またあえて遅らせるなどの変化を付けたい。 

・光ツッツキ、攻撃的ツッツキ・光ツッツキ、攻撃的ツッツキ・光ツッツキ、攻撃的ツッツキ・光ツッツキ、攻撃的ツッツキ    

 相手コート深くにスピードと強い下回転を加える。短く鋭いスイングで直線的に打つ攻

撃的ツッツキ。打球点はストップよりやや高め（B点）の上昇期が良い。 

・チキータ・チキータ・チキータ・チキータ    

 バナナのブランド名、カーブしながら入るバックフリック、ボール後方をとらえ、回す

ようにしてスイング、ミドル付近の短いボールに対し強い右横回転を加えてバックフリ

ック、手首だけでなく前腕で振る意識、その前腕を動きやすくするため肘を上げるのも

ポイント、ラケットヘッドを下げボールの後方をとらえボールに沿うよう回しながら横

回転をかける。レベルが高くなるとボールの横下をとらえ斜め下回転チキータにも挑戦

しよう。 

・台上ドライブ・台上ドライブ・台上ドライブ・台上ドライブ    

 ハーフロングボール、いわゆる台から出るか出ないかのぎりぎり下回転ボールに対する

ドライブ打法、レシーブや３球目攻撃で重要な技、際どいポールで見極め重要、台上で 

 インパクトのイメージ、コート上で打つ感じでラケット面は立てラケットのセンターよ 

 り下側でこする感じで打球。 
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４，ツッツキ・ブロック４，ツッツキ・ブロック４，ツッツキ・ブロック４，ツッツキ・ブロック    

・・・・ツッツキツッツキツッツキツッツキ ツオチュウ 強くこする感じ 

  攻撃的な深いツッツキ ツオ チャン、強い回転をかけ相手コート深く返球、バウンド

直後から頂点よりも前でボールのやや下側を（４時～５時付近）を打球、肘を伸ばす

ようにして打球時グリップを強く握ることにより強い回転をかける。速く深く返球す

ることで相手を詰まらせることが出来る。回転をより多くかけるため手首や腰を使う、

打点を変える A,B,D,E（ストップ,A,E） 

・・・・横回転横回転横回転横回転ツッツキツッツキツッツキツッツキ ツオツアシュアンチウ 

 サイドスピンを加えたツッツキで左右に曲げて返球、バックのツッツキでは肘を使い回

転をかける、基本のツッツキと同じ打球態勢から右利きの左横回転ならインパクトで肘

を右側（体の外側）に引き右横回転ならば肘を左側に入れるよう、相手を横回ツッツキ

で態勢を崩しフォア強打で得点パターンが出来る。 

＝ウエンジヨンダイハン＝ ＜中国の考え方＞ 

安定性の中にも強さや変化が伴う意味でツッツキ、ブロックにおいてミスをせず返球

するだけではなくどのような技術もミスせずかつボールに変化を加え強さを持ったボ

ールにして相手が攻めにくいボールにすることが大切。 

・・・・防守防守防守防守 ファンショウ ＜ブロック＞ 

 相手の強打に対しコンパクトなスイングで確実に返球技術、基本は自分の力で打ち返す

のではなく相手のボールの勢いを利用して打つ、そのためにはスイングをコンパクトに

し、ボールを受け止めるようなイメージ､コツは打球点を頂点前にして一定にする。肩や

手首の力を抜きラケットをねかせすぎず早いタイミングで当ればボールは自然にかえる。 

 ブロック習得の初期ではラケットを止め当てて返す感覚を身につける、慣れてきたら小

さくラケットを振り返球する、更なる上のブロックはボールタッチに変化をつけ腕だけ

でなく腰を使えばより安定し変化もつく 

＝ティエ＝ 

 ループドライブに対するブロックで貼り付ける、ぴったりくっつくという意味 

 強い回転、大きな弧を描くループドライプに対し普通のブロックでは打球が浮きやすい。

基本のブロックより打球面を下に向け上から押すようにして打球、相手ボールの回転を

利用することが重要、小さくとめるイメージで打つ 

 ＝モエ＝ 

 上回転を加える変化ブロック、塗るとか拭くという動作を表す意味、横回転を加えると

更に安定、インパクトで少しボールを擦る感覚でとらえ上回転を加え返球相手コートに

入るとボールが伸びる。快帯ほど強い回転はかけない､安定重視で変化をつける。打球タ

イミングは基本のブロックと同じ、ボールの真正面より少し横側にずらし横上回転をか

けるイメージで打球｡ 

 ＝カットブロック＝ 
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 相手のドライブを下回転ボールにして返球するカット性バックブロック、ペン型選手が

多用、ラケットをやや立て上から斜下へ振り下ろし擦るようにして横下回転をかける。 

 ＝ストップブロック＝ 

 吸い込むという意味で相手のドライブに対しボールの勢いをできるだけ殺し短くネット 

 際に落とす高度なブロック、角度を出しインパクトで肘を後方に引きながらラケット面   

 を下に向けて打球、相手を前後に揺さぶることが出来る効果的な技 

 ＝横回転ブロック＝ 

 ドライブに対し早い打球点で横回転をかけやや短めに返球するバックブロック、相手の

ドライブの回転を見極め擦る強さを変えるのがポイント、回転の強いボールに対しては

柔らかいタッチで軽めにこする、弱いボールは強い横回転をかける。ツッツキボールに

対しても横方向の横方向のスイングで返球することが出来る。 

 

５、フットワーク（合理的、実践的動き「勝つためのフットワーク｣）５、フットワーク（合理的、実践的動き「勝つためのフットワーク｣）５、フットワーク（合理的、実践的動き「勝つためのフットワーク｣）５、フットワーク（合理的、実践的動き「勝つためのフットワーク｣）    

    ・・・・１歩動フットワーク１歩動フットワーク１歩動フットワーク１歩動フットワーク    

 一歩で大きく動き出す、時間的余裕がなくとっさの判断で打球するとき。フォア前に来

たチャンスボールに対し右足を大きく踏み出し台上フリック、またラリー中でも左右の

早いラリーに対しフォアは右足、バックは左足一歩で着地時に打球する、打球点の早さ

を重視出来る。飛びつきフットワークと併用出来ると望ましい。 

・・・・２歩動フットワーク２歩動フットワーク２歩動フットワーク２歩動フットワーク ピンプウ、両ハンド切り替え 

 両足を動かす２歩動で左右、前後に動くときも用いる。動きは反復横とびと同じ、左に

動くときは右足を左足近くに寄せ、直後に左足を左に出す。右への移動は逆で左足から

右足の順で動かす。飛び跳ねるように動き体全体が上下にぶれないよう、重心は常に両

足の間に置く、早い打球点を保つため平行に動く（FHの時コートからはなれない） 

・・・・回り込み＋飛びつきフットワーク回り込み＋飛びつきフットワーク回り込み＋飛びつきフットワーク回り込み＋飛びつきフットワーク ツアシェンプウファ＋ジャオチャープウ 

 バック側への回りこみフットワークからフォアへの飛びつきフットワーク、バックへの

動きは左足を軌に右足を左足の後ろまで移動、同時に左足を左に移動し打球、次の右に

移動するが３歩動のフットワークで基本の位置にもどり次に右足に重心を乗せバックス

イングをとる。そして左足を交差させフォア側に大きく踏み出しながら打球、打球後は

体が外へ流れないよう右足で支え、けり足を使い基本の態勢と基本の位置の近くに戻る。

コートからなるべく下がらず理想的にはやや前方に踏み出すよう意職したい。 

・・・・倒位倒位倒位倒位 ダオツェイ 目的の位置に到着の意味、正しく動いてペストナポジションで打球、

ベストな打球の前にベストなポジションがありそのためにベストなフットワークが必要 

・・・・前後のフットワーク前後のフットワーク前後のフットワーク前後のフットワーク チェンホウプウファ 

 台との距離を調節する、左右の動きと同様非常に重要なフットワーク、卓球は台上、前

陣、中陣、後陣と前後の動きの幅は広い、前陣・中陣交互のフットワークでは足の運び

は 2歩動と同じ動き,台上フリックプレーの後,中陣でのラリーに入るとき必ず使用。 
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・・・・迎球迎球迎球迎球 インチウ 

 自分からボールに向かって動き打球、台上ボールは自分からボールに寄って行き早い打 

 球点でとらえる方が攻撃的な打球が打てる。 

・・・・細かい動き細かい動き細かい動き細かい動き スイプゥ 

 細かい動きのフットワークでポールに対しより適切な位置に移動するための｢微調整」と

次の動作への移動をスムーズにするための予備動作の目的あり。台上プレーの前に左右

の足を一歩ずつ動かし、その後右か左足を踏み込み打球、カット打ちやレシーブの構え

の時用いる場合あり 

 

６６６６    サービスサービスサービスサービス    

・・・・下回転サービス下回転サービス下回転サービス下回転サービス シャシーアンファーチウ 

 左右のコースの区別はもちろんネット際に落とすシートサービス、深めのロングサービ 

 ス、コートから出るか出ないかのハーフバウンドサービス等長短のコントロールも出来 

 るよう。一般的にはボールの底をこすり回転を加えるが、ラケットを縦方向にスイング 

 し、ボールの後方をこすり出す方法もある。回転は少ないがスピードが付き長く出すの 

 に適している。サービスは回転量の差が大きければ大きいほど効果は大でナックルサー

ビスとの差で相手を惑わす。強い下回転をかけるにはスイングスピードを速くし、しっ

かりとこする感じ。そのコツは手首をやわらかく構えトス上げ打球直前にバックスイン

グ、ボールの底をインパクト、その後はラケットを急ブレーキ、ラケットを引く。手首

の力を抜き引いたとき、ムチがしなるよう手首が使われるのでその力が回転を生む。さ

らに回転力を上げるには体重移動、下半身を使う 

・・・・ナックルサービスナックルサービスナックルサービスナックルサービス 無回転、プージュアンファーチウ 

 ほとんど回転をかけずに出すサービス、下回転サービスと混ぜて出すと効果あり。如何 

にして下回転サービスと見せかけて出すのがポイント、インパクト前後でラケット面を  

変える。 

・・・・右横回転サービス右横回転サービス右横回転サービス右横回転サービス ヨウツアシュアンファーチウ 

・・・・左横回転サービス左横回転サービス左横回転サービス左横回転サービス YGサービス 

 左右に曲がりながら飛んで行く横回転サービス、ボールの横をとらえて回転転加える、

外側に回転を加えるＹＧサービスは前腕だけでなく手首を使い、ラケットヘッドを回す

ようにして出すのがポイント。横下回転やロングサーピスも工夫すれば出せる。 

・・・・上回転ロングサービス上回転ロングサービス上回転ロングサービス上回転ロングサービス スピード有る上回転系のロングサービス 

 相手コ－卜深くに出す、コートバウンド後まっすぐ伸びる、ボールの上部を強い回転で 

 こすり伸びを作り出す。深くて速いサービスを出すには打球点を台の近くまで下げ、第  

 一バウンドをエンドライン近くに落とす。 

・・・・ペンホルダー裏面サービスペンホルダー裏面サービスペンホルダー裏面サービスペンホルダー裏面サービス ジィパイプァンミィエンファーチウ 

 通常のフォアーハンドサービスの構えから裏面で打球、相手の意表をつく、打法は様々 
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 あるがボールの内か外に回転 

 

・・・・バックハンドサービスバックハンドサービスバックハンドサービスバックハンドサービス    

 体の正面で打球腕のスイングが使いづらいので体重移動が大切、バックスイングで左足 

 が浮き右足への体重移動と上半身の回転を使いボールに強い回転を生み出す。球種をわ

かりにくくするためにインパクト後のフォロースルーを出来る限り一定にする。 

「井関選手３つのロングサービス」 

 ストレートへの左横回転ロングサービス、ＹＧサービスでの右横下回転ロングサービス、 

 スピードあり。ストレートへのロングサービスと見せかけクロスに出すフェイントモー 

 ションの上回転サービス、打球直前に体を開き顔も正面に向けている 

 「独創性」自分で工夫しオリジナリティのあるサービスを身に付ける事が重要、サー 

 ビスは教わるのではなく自分で考え上達していく、自発的なサービス練習が重要 

・・・・３球目攻撃３球目攻撃３球目攻撃３球目攻撃 プァーチウチャンゴン 

 サービスから３球目攻撃、３球目攻撃につなげるサービスを身に付ける。自分のスタイ 

 ルにはどのサービスからの展開が適するか考え練習、ストップレシーブに対しても３球 

 目を確実に攻めるフリックが出来るよう 

 「主動進攻」 自ら先手をとり攻撃を仕掛ける、３球目なら一発で止留める気持が必要、 

 相手に与えるプレッシャーも大きくなり有利な試合展開が出来る 

 

７７７７    カット型カット型カット型カット型    

・・・・フォアカットフォアカットフォアカットフォアカット    

 相手の上回転ボールに対し振り下ろすスイングで打球し下回転に変え返球、中・後陣で 

 使う技術、台からややはなれた位置で構えボールが来たらラケットを立てたまま上後方 

 に引き同時に右足に重心を乗せる。ボールを体の右側まで充分に引き付け右足から左足 

 に体重移動を行い、肘を支点にしてラケットを下方向に振り下ろすようにしてボールの 

 後方をとらえる、スイングの勢いを利用して素早く基本の構えに戻る。バックスイング 

 で必要以上に肘が上がる人は肩に力が入っている、体とボールの距離、打球ポイント、 

 タイミングなど一球一球同じようになるよう意識すれば安定する。 

・・・・バックカットバックカットバックカットバックカット    

 ラケットを立てた状態で上後方にバックスイングしボールを引き付け下方向へ、左足を 

 やや前に構え左足から右足に体重移動行い打球する、前腕をメインに使いスイングする 

 が、フォアと違うのは肩の使い方でバックは多く使う、コ一卜から２ｍくらいで構え、 

 へその高さで打球するが試合に於いては変化するので出来る限り同じ体勢で打球するこ

とが安定につながる。ラバーは表、ツブ高等変則が多い、ツブ高は相手の回転に量、種

類により自分の回転が限られるが、表ソフトは回転の変化が自分で付けられる。 

・切るカットとナックルカット・切るカットとナックルカット・切るカットとナックルカット・切るカットとナックルカット シャオジャジュアンチュウ･シャオプーヅュアンチュウ 



91 
 

 カットは安定性に加え回転の変化が重要となる、より強い回転のカット、反対に弱い回 

 転のカット、ナックルカットをほぼ同じスイングで自由自在に使い分けるようにしたい。 

 回転の変化はラケットに当てる位置で回転量を調整、ラケットの下寄りでボールをとら

えると切るカットになり、上よりだとナックルカットになる。サービスで使われる技術、 

 さらに変化をわかりにくくするためナックルカットはあえてスイングスピードを早くし 

 たり大きくしていかにも切ったように見せかけるモーションを加える 

・・・・ミドルの処理ミドルの処理ミドルの処理ミドルの処理 チヨンルウチウチュウリィ 

 ミドル処理は時間的余裕がある時とない時で足の運び方が変わってくる、余裕がある時 

 は両足で動いて体ごとポジションを移動さぜ出来る限り基本の打球体勢で打つ。余裕が 

ない時は後ろ側の足を後方に引き体を回転させながらボールを引き付けスイングする。 

・・・・処理球処理球処理球処理球 チニウリィチウ 

 相手のボールを判断し適切な返球方法を選ぶ、例えばコースが一定、ランダム性のない 

 練習は何も考えず、ただ打つだけとなる。判断力や対応力は身につかない。試合は一球

一球相手ボールのコース、回転量、状況などを判断し、どう返球するのがベストか高い

意識が必要となるのでそうした意識で練習したいもの。最適打球点、最適技、最適コー

ス 

・・・・カット時のフットワークカット時のフットワークカット時のフットワークカット時のフットワーク 一球一球基本の位置にもどる 

 カットマンはあらゆる戦型で最も動く量が多い、能力の高さも要求される。広い守備範 

 囲は必須条件で武器となる。常に基本のポジションに素早く戻り孜の打球に備える。 

 多球練習が最適、徐々にランダムの動きを混ぜて対応力をつける練習に移行。 

 基本スタンスは平行か右足前、自分の好み。 

・・・・フォアツッツキ・バックツッツキフォアツッツキ・バックツッツキフォアツッツキ・バックツッツキフォアツッツキ・バックツッツキ ジェンショウツオチウ、ファンショウツオチウ 

 こするようにして打球、攻撃型と比べるとやや後ろ、充分にひきつけてから打球、前後 

 の動きが要となるので浅いストップなど右足を踏み込み打球後素早く戻ることが大切。 

 スイングはカットと同様、肘を支点に前腕でふる、強い下回転をかける意職でボールの 

 下を強くこする、ツッツキは深く返球することが基本、浅いと強打されやすくストップ

もやりやすい。低く回転の強いツッツキが出せるよう。 

・・・・切るツッツキ、ナックルツッツキ切るツッツキ、ナックルツッツキ切るツッツキ、ナックルツッツキ切るツッツキ、ナックルツッツキ    

 ラケットに当てる位置で変化、打球面の下側でとらえれば切るツッツキ、上側でとらえ 

 ることができればナックル(ややラケットが立つ)。この方法であれば同じスイングで異な 

る回転を出し分けられる。 

・・・・コースをコースをコースをコースをすすすするどく突くツッツキ、攻撃的ツッツキるどく突くツッツキ、攻撃的ツッツキるどく突くツッツキ、攻撃的ツッツキるどく突くツッツキ、攻撃的ツッツキ    

 両サイドの角を攻めるツッツキで相手をくずす目的、回転の変化だけでなく打球タイミ 

 ング、コースの変化も取り入れたい。通常のツッツキよりも打球点を早くし両サイドを

厳しく狙う。横回転を加えると曲がるツッツキとなる。バックを狙うなら右横回転、フ

ォアを狙うなら左横回転、さらに打球直前までラケット角度を水平にしインパクト直前
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で角度を変えるようにすると相手はコースを読みにくくなりより効果的。 

 

・・・・カットからの攻撃カットからの攻撃カットからの攻撃カットからの攻撃 相手の動きを見て素早く前に出る 

 ３球目攻撃やレシーブの強打、甘いボールは逃がさず攻撃が必要。カット対ドライブの  

 ラリー中相手が甘いツッツキやラリーボールをして来たら素早く前に出て強打で決める。 

 相手が打点を落とす、また、ツッツキの体勢に入ったら頭を反撃モードに切り替え攻撃 

 の準備に入る。同時に自分で攻撃出来るボールを作る戦法も必要、ナックルカットをバ

ックに深く用いたり、打球コースもストレートやミドルが効く。 

・・・・ナックルブロックナックルブロックナックルブロックナックルブロック クウ ぶつかる、たたくなどの意味 

 バック技術でドライブボールに対し、前陣でラケットを垂直に立て上から下へ押し出す  

 ように打球しナックルボールにする。相手バックサイドを切るように短く出すのがポイ

ント、また自分の強打がブロックされこの技を使い再びカットや攻撃に結びつけること

も出来る。 

・・・・カット打ちカット打ちカット打ちカット打ち カットをドライブで攻める 

 大別すると安定重視のつなぎのドライブ、前に落とすループドライブ、打点の速いクイ 

ックドライブ､決球に使う強ドライブ､またカーブドライブやシュートドライブも効果的。 

 ループドライブは上方向へのこする上げるスイングをバックスイングで体を沈みこませ

下半身の力でボールをこすり上げるようにして打球、打球点はやや遅めとなる、フォア

前に浅めに落としカットが浮いて来たら強ライブで攻め込む。カット打ちでは台との位

置を少し後ろ目に立つ、（カットボールは伸びる） 

＜カットマン攻略４か条＞ 

１．３球目攻撃（フォア前サーブ＋バック深くかミドルへ） 

２．ミドルを攻める（相手の位置を確認しながら空いているコースに強打） 

３．一点集中で攻める（フォアかバックか自分がドライブしやすいコースに集めチャンス 

  を逆サイドやミドルへ 

４．フォア前からの攻め（ストップをフォア前に落としバックに強打） 

 

＜対カット練習法＞ 

１．ワンサイドから全面に来るカットをオールフォアでドライブ 

２．ドライブ対カットの中にツッツキを混ぜたカット打ち 

３．ツッツキ対ツッツキからチャンスをドライブで攻める 

４．ミドル攻め、両サイドにドライブしながらミドルにクイック 

５．ドライブ＋ストップ＋クイックドライブをミドルへ 

６．ダブルストップ  

ファイル名： 卓球新用語解説 2008 フォルダ：OcumentBandSettings】FKONDO 

テンプレート：DcumentsandSettingBEAppmcation DELta¥Microsoft¥TbmplateB 訂
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