はじめに
スポーツ医・科学委員会では、「研究の成果について、日本卓球協会の
会員の方々にいかに公開するか」を重要課題の一つに位置づけ、その具
体的な方法や公開する内容の検討を重ねてきました。そうした中、本年
度、情報担当の山田耕司委員らにより「卓球の競技理解のための基礎デ
ータに関する、選手・指導者向け資料の作成」が行われることになり、
この小冊子の作成が進められました。
まとまった研究成果を広く公開することを目的としたこの小冊子には、
「基礎データから卓球を理解する」ための 10 のテーマの原稿を掲載しま
した。原稿作成にあたっては、スポーツ医・科学委員会委員らのこれま
での研究の中で、研究誌などに掲載された信頼性の高いデータを参考に
しました。
また、今回の小冊子作成では各執筆者の原稿を、他の 2 名以上のスポ
ーツ医・科学委員会委員がチェックする体制をとりました。これは、情
報の正確性を高めるとともに、読者の誤解をまねくような表現を最小限
にする必要があると考えたためでした。
作成された小冊子は、(1) 卓球競技に関する基礎的な理解を深めること、
(2) 様々な科学的情報を競技活動に有効に活用できるようになること、な
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どの目的で、各種講習会において利用する予定です。
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を対象に、スポーツ医科学情報を発信したいと考えています。そこで現
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3

卓球のボールスピードは
どれくらい？

の高いデータをいくつか紹介しましょう。まず、2010 年のジャパンオープン
野球の投球やテニスのサービスではテレビ画面や大会会場のモニターなど

男子シングルス決勝の 1 試合の 445 打球の中で最も速かったものは時速 97.8

に、ボールスピードが即時に表示されるのをご覧になった方は多いと思いま

km（初速）でした（2011 年の楠堀らの学会発表 1））。また、国立スポーツ科

す。しかしながら卓球では、テレビ画面でもほとんど表示されることがない

学センターの協力により、日本の男子ナショナルチームの選手（2017 年）や、

ので、どれくらいのスピードが出ているのか、ご存知ない方が多いのではな

JOC エリートアカデミーの選手（2018 年）のボールスピードを測定したこと

いでしょうか。

があります。これらは練習時にゆっくり送球されたボールに対する全力の

そもそも、卓球のドライブやスマッシュのように、どのタイミングでどこ

フォアハンドスピードドライブが対象でした。男子ナショナルチーム選手で

から打たれるのか、あらかじめ決まっていないボールのスピードを、正確か

最も速かったのは時速 94.0km（2018 年の城所らの論文 2））、JOC エリート

つ瞬時に測定するのは非常に難しいのが現状です。簡便な方法ですぐに数値

アカデミーの男子選手の最速は時速 90.0km、女子選手の最速は時速 84.0km

を出そうとするとどうしても正確性に欠けてしまいます。逆に正確な数値を

でした。もっと多くの選手を測定したり、送球を速くしたり、ドライブでは

出すには、大掛かりな測定、あるいは時間のかかる分析などが必要になりま

なくてスマッシュを測定対象にしたりすれば、もう少し速い値も記録される

す。ただし、この課題の解消に向けて、現在も様々な研究者や企業が取り組

かもしれませんが、これらの 1.5 倍、2 倍といった数値になることは考えにく

んでおり、近い将来、正確な数値が即時に表示されるようになることが期待

いと言えるでしょう。インターネットで調べると、卓球のボールスピードに

されます。

ついて、上記の 2 倍くらいの数値を目にすることもあるのですが、そのよう

さて、卓球のボールスピードについて、測定方法や分析数などから信頼性

な打球は現実的には難しいのではないかと私は思います。

（山田
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耕司）
5

卓球のボールの回転数は
どれくらい？

卓球において、ボールの回転の重要性を認識する方はとても多いと思いま

回転のチャンスボールに対するスピードドライブでした。このデータによる

す。それでは、実際に卓球のボールはどれくらいの速さで回転しているので

と、平均は 1 秒間で 137 回転、最高値は 148 回転でした。2018 年には日本

しょうか？

卓球協会と国立スポーツ科学センターが協力して、日本のジュニアのトップ

まず、ボールの回転数を測定するためには、ボールに刻印されたメーカー

レベルの選手数名のスピードドライブを測定したこともあります。その結果、

のマーク（あるいはヒトがマジックなどで書き加えたマーク）を追跡します。

ジュニア男子選手の最高値が 1 秒間で 143 回転、ジュニア女子選手の最高値

しかしながら、卓球のボールの回転は非常に速いため、普通のカメラ（1 秒

が 130 回転でした。

間に約 30 コマ）では、そのマークを追いきれません。そこで、ハイスピー

野球のピッチャーがカーブやスライダーを投げた時で 35 回転程度と言わ

ドカメラ（高速度カメラ）といわれる、1 秒間に 1000 コマとか 2000 コマで

れています（2016 年の永見らの論文 3））から、いかに卓球のボールの回転が

撮影可能なカメラを使用します。ボールスピード同様、回転についても正確

速いかがわかるかと思います。

に測定するのはなかなか大変なことで、これまでの研究データもたくさんあ

上記の卓球のデータはいずれも練習場や実験室でのものですが、実際の試

るわけではありません。その中でも信頼性の高いデータをいくつか紹介しま

合場面ではどうなのか、外国選手はどうなのか、ドライブ以外の様々な打法

しょう。

はどうなのかなど、さらなる興味が湧いてくることと思います。近年のハイ

2018 年の城所らの論文 2）では、日本男子ナショナルチームの 10 名の選手
の強打が測定されています。対象の打球は、練習場でゆっくり送球された上

スピードカメラの性能の進歩を考えると、こうしたデータも徐々に集まって
くることでしょう。

（山田
6

耕司）
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サービス数（本）

サービスの回転数は？

80

１秒あたりの回転数（回転／秒）

「テーマ 02」で紹介したドライブの回転数のデータはいずれも練習場や実

ワールドクラス選手のサービス回転数の分布
（論文：吉田ら、2014a 4））

験室でのものでしたが、サービスの回転数については、実際の大会場面を測
定した研究があります。吉田らは 2009 年に横浜で開催された世界卓球選手

ほとんど差がなく、男子では中国選手よりもむしろ他の国の選手の回転数の

権大会個人戦において、男女シングルスの準々決勝のサービス（カメラに向

方が大きいという、意外なものでした。さらに、回転によるサービスエース

かってプレーをしている側の選手のサービス、329 本）を対象に、ボールの

の場面に注目しても、回転数が大きければサービスエースが発生するわけで

回転数を明らかにしました（論文 4）は 2014 年に発表）。

はなく、「回転数が大きいサービス＝すぐに得点につながる威力のあるサー

その主となる結果が右に示したグラフです。男子 8 選手の平均は 1 秒間で
46 回転であり、50 回転以上 60 回転未満のサービスが最も多くみられました。

ビス」とは言えませんでした。
最近は、1 秒間で 1000 コマ程度のハイスピード機能を持つデジタルカメラ

また、女子 8 選手の平均は 1 秒間で 39 回転であり、40 回転以上 50 回転未

も比較的安価に購入することができます。このようなカメラを使って皆さん

満のサービスが最も多くみられました。やや男子選手の方が速い回転のサー

自身のサービスの回転数を測定すれば、「もっと強い回転をかける」ことが

ビスを多く用いる傾向にありましたが、最大値は男女ともに１秒間で 63 回

課題なのか、それ以外、例えば「対戦相手がわからないように回転をかける」

転でした。

ことが課題なのかなどについて、データをもとに検討できるようになります。

また、「中国選手のサービスは切れている」と言われることをしばしば耳
にするのですが、実際の測定結果は、女子では中国選手と他の国の選手とは

なお、現在、プラスティックボールになってからのボールの回転に変化が
あるかなど、近年の大会についても研究が進められています。

（山田
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耕司）
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ラリー中の打球回数（回）

卓球のラリーはどれくらい続くのでしょう？もちろん、実際の試合や映像

全ラリーにおける打球回数の分布
（論文：吉田ら、2014b 5）のデータより作図）

をみながら回数を数えれば数値は出てきますが、少し前までは少ない試合数
に限った断片的なデータの報告しかありませんでした。ところが最近になっ

に 51.9% のラリーが終了しており、５球目を打つ機会は 50% を切っていま

て、たくさんの試合を対象にした統計的に分析可能なデータが報告され始め

した。女子では 4 回までに 53.8% のラリーが終了しており、６球目を打つ機

ています。吉田らは 2012 年のロンドンオリンピックの団体戦と個人戦のシ

会は 50% を切っていました。全ラリー中の打球回数の分布を男女間で比較す

ングルス 149 試合のラリー（12,428 本）を対象に 1 ラリー中の打球回数を

ると、打球回数が 1 〜 4 回の比較的短いラリーが男子に多く、7 回以降の比

分析しました（論文 5）は 2014 年に発表）。ここでは、打球回数は「打球が

較的長いラリーが女子に多いというように、男女で異なる特徴がありました。

相手コートに入った回数」と定義されています（ラケットに当たった回数で

しかしながらこの特徴は、女子にカット型の選手が多かったことが主な要因

はありません）。つまり、サービスミスの際の打球回数は 0 回、サービスエー

のようです。攻撃型同士の試合に限ってみると、平均で男子は 4.1 回、女子

ス（レシーブミスを含む）の際の打球回数は 1 回、とカウントされています。

は 4.3 回で、意外にも統計的に意味のある差はありませんでした。ちなみに、

分析された全ラリーにおける打球回数の分布グラフを示します。これによ

攻撃型対カット型の打球回数の平均は、男子が 5.8 回、女子は 7.9 回でした。

ると、男女ともに打球回数が 3 回で終了するラリーが最も多くみられました。
ラリー中の打球回数ごとの割合を累積すると、男子では打球回数が 3 回まで

普段の練習では、自身のラリーの特徴を把握した上で、「どのような技術が
必要か」について考えると、新たな課題がみえてくることがあります。

（山田
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耕司）
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（論文：吉田ら、2014b 5）のデータより作図）

「テーマ 04」で紹介したロンドンオリンピックでの打球回数のグラフから、
もう少しみえてくることもあります。既にお気づきかもしれませんが、打球
回数が 0 回はサービスミスを示しており、男女ともに 1％程度、さらに打球

型でも一様に、サービスからの得点率の平均は約 55％、レシーブからの得点
率の平均は約 45％でした。
最近では、テレビやインターネットの試合中継で、サービスからのラリー

回数が 1 回であるサービスエース（レシーブミスを含む）は男子で 10％強、

の得点率のような基本的なデータが表示されることがあります。この研究で

女子で 10％弱でした。自身の試合を振り返る際、あるいは選手の技術や戦術

示された平均値を頭に入れておけば、画面に表示される数字の意味が理解で

を指導する際の参考になるでしょう。

き、観戦をより楽しむことができるでしょう。もちろん、自身の試合を撮影

また、この研究において、打球回数は「ボールが卓球台に入った回数」と

し、「サービスエース率」「サービスからのラリーの得点率」「レシーブから

定義されていますから、打球回数が 1 回、3 回、5 回・・・の時はサーバー

のラリーの得点率」などの基礎データを算出してみて、その後の練習計画を

の得点です。逆に、打球回数が 0 回、2 回、4 回・・・の時はレシーバーの

検討することも効果的と思われます。

得点となります。これらを集計すると、サービスからのラリーの得点率の平

なお、競技現場ではしばしば「近年、チキータの出現によりレシーブから

均は約 55％、レシーブからの得点率の平均は約 45％でした。このことから、

のラリーの得点率が上がってきた」あるいは「シングルスはサービスからの

卓球は、サーバーの方がやや有利なスポーツであると言えるでしょう。さら

ラリーが有利だが、ダブルスではレシーブからのラリーの方が有利」という

に、男女別、プレースタイル別でサービスからのラリーの得点率とレシーブ

声を聞きますが、これらを裏付ける統計的に信頼できるデータは、今のとこ

からのラリーの得点率をみてみると、男子でも女子でも、攻撃型でもカット

ろ見当たりません。

（山田
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耕司）
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打球の到達時間

卓球は、相手との距離が短く、早いピッチでボールを打ち合うことが特徴

ノータッチ（ネットイン、

の一つです。いったいどれくらいの時間で相手選手にボールが到達し、卓球

エッジ、受け手側のミスと判

選手はどれくらいの時間で反応しているものなのでしょうか？

断される空振りを除く）については、分析した 769 回の打球のうち 26 回で

吉田らが 1991 年に発表した論文 6）では、1988 年のアジア卓球選手権大会

打球の到達時間とノータッチの確率
（文献：吉田、1999 7）のデータより作図）

した。ノータッチになる確率は、到達時間が 0.3 秒未満で 75.0％と高く、0.3

における世界トップレベルの男子選手（左利き、ドライブ型）１名の複数の

秒以上 0.4 秒未満で 12.2％、0.4 秒以上 0.5 秒未満で 6.4％、0.5 秒以上 0.6 秒

試合について、一方の選手の打ち出したボールが他方の選手に到達するまで

未満で 5.2％、0.6 秒以上では 0％でした（右上グラフ参照）。0.3 秒あたりを

の時間（以降、打球の到達時間）を測定しています。さらに吉田は、そのデ

境にして、ノータッチの確率が急に低くなっており、0.3 秒の時間があれば、

ータを競技場面で生かせるように、その後も分析を行っています（文献 7））。

トップ選手は高い確率でラケットに当てられることがわかりました。

その結果、打球の到達時間について、サービスとレシーブ以降、相手選手

この研究はまだボールの直径が 38mm 時代の古いものではありますが、

のプレースタイル別にデータをみると、サービスでは相手がどのプレースタ

「素早い反応が必要」と言われる卓球ラリーの特徴を時間で示したこのデー
タは、今も多くの関心を集めています。

“打球の到達時間” の平均値（秒）

対 前陣

対ドライブ 対 カット 全ゲーム

現在、卓球のラリーについては、様々な分析法が研究・開発されており、
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打球直後

ボールはどれくらい減速するの？

ボール速度 (km ／時 )

100

バウンド直前
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60

40
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時
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0.2

0.25

間(秒)

打球直後のボールの減速

卓球のボールはプラスティック製で 2.7g と軽く、空気抵抗で減速しやすいこ

（論文：城所ら、2018 2））

とは誰しも想像できると思います。
「テーマ 01」では、打球直後の初速につい

回転のボールは、スピードと回転数の組み合わせ次第でどちらも起こり得ます。

て紹介しましたが、どれくらい減速するものなのでしょうか？

それは、卓球台にバウンドするときのボールの接触部分が、ボールの前進を妨

城所らが 2017 年に日本の男子ナショナルチーム選手のフォアハンドのスピ

げる前向きの速度をもっているか、前進を助ける後ろ向きの速度をもっている

ードドライブを測定したデータ（論文 2）は 2018 年に発表）では、最も初速が

かによるためです。ループドライブのように、ボールスピードは遅いけれど回

大きかった時速 94.0km の打球も、インパクトから相手コートでワンバウンド

転数が大きいボールの場合は、バウンド時に、卓球台との接触部分の速度が後

する 0.12 秒間で、時速 71.6km にまで速度が落ちていました。ボール速度の減

ろ向きとなるため、ボールと卓球台との摩擦力により加速します。逆に、ス

速率は全試技で概ね等しく、スピードドライブなど初速が時速 90km を上回る

マッシュのようにボールスピードは速いけれど回転数が小さいボールの場合は、

速いスピードで打ったボールは、わずか 0.1 秒で時速 18km ほど低下していま

バウンド時に、卓球台との接触部分の速度が前向きとなるため、ボールと卓球

した（右上グラフ参照）。表現のしかたを変えると、ボールが 1m 進むと時速

台との摩擦力により減速します。なお、城所らが測定した日本の男子ナショナ

約 7km 減速するとも言えます。

ルチーム選手のスピードドライブに関して言えば、バウンドによって大きく加

これらの減速はボールが空中にある場合の話ですので、バウンドの時のこと

速することも減速することもありませんでした。これは、バウンド時のボール

も考える必要があります。下回転のボールは、ボールのスピードや回転数に関

接触部分の速度がゼロに近かったためです。一口に上回転のボールといっても、

わらず、必ず摩擦力がボールの前進を妨げる向きに働くので減速しますが、上

バウンドで加速するか減速するかはケースバイケースです。

（山田
16

耕司）
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フォアハンドとバックハンドのスイングスピード
測定者等

対象の選手

測定の条件

フォアハンドとバックハンドでは
どちらのスイングスピードが速い？

フォアハンド

未発表資料：
飯野ら、
2018

大学１部リーグ
男子選手８名

論文：
ポーランド
Bańkosz ら、 女子 Jr. トップ 16 の
2018 9）
選手 10 名

現代の卓球では、バックハンドにおいてもフォアハンドと同様の威力や得

平均のスイングスピード (km/ 時 )

ボールマシンから 60 秒間に 40 球の
ピッチで配球された下回転ボールを
その場で全力でクロスコート方向に
ドライブ．ラケットの先端のマー
カーのスピードを測定

コーチが 60 秒間に 50 球のピッチで
送った回転をかけないボールを全力
でクロスコート方向にドライブ．
ラケットの先端のマーカーのスピー
ドを測定

バックハンド

72.7（最大値） 73.7（最大値）

52.9（最大値） 49.0（最大値）
52.4（インパクト） 45.5（インパクト）

点力が求められると言われています。打球に威力をもたらす要素として、ラ
ケットのスイングスピードがあります。ドライブ強打において、フォアハン

ランドの女子ジュニア選手では、バックハンドの最大値はフォアハンドの値

ドとバックハンドでは、どちらのスイングスピードが速いでしょうか？スイ

より時速 3 ㎞ほど小さく、ボールインパクト時の値ではその差はさらに大き

ングスピードは、打球前のボールのスピードや回転数、打球のピッチなど様

く、フォアハンドの 9 割ほどの値でした（上表参照）。大学生についてはボー

々な条件によって変わることが考えられます。例えば、飯野らは、打球の

ルインパクト時の値が測定されていないことと 2 つの測定は異なるピッチ条

ピッチが 1 分間に 75 回の場合、1 分間に 35 回の場合と比較してバックハン

件で行われたことに注意が必要です。

ドドライブのスイングスピードが平均 6％減少したことを報告しています

今回紹介した結果からは、上級者のスイングスピードはフォアハンドの方

（2016 年の Iino らの論文８））。そこで、フォアハンドとバックハンドともに

が少し速いかほとんど変わらないのではないかという予想もできます。しか

同じ条件で測定された２つのデータを紹介します。対象選手は、関東学生 1

し、はっきりしたことを言うには、世界や国内のトップ選手や条件を変えた

部リーグに所属する大学の男子の上級者とポーランドのエリート女子ジュニ

場合のデータなどがさらに必要でしょう。

ア選手です。
上級者の男子大学生では、フォアハンドとバックハンドの平均のスイング
スピードはほぼ同じ値で、統計的に有意な差はありませんでした。一方、ポー

現在、正確にスイングスピードを測定しようと思うと、高価な機器と大が
かりな準備が必要となります。センサーを利用する方法など、より安く簡便
に測定できる技術の開発が期待されます。

（飯野
18

要一）
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得点率

データ分析にはどんなものがある？

割

卓球における試合中のプレーの

合（%）

35

失点率

30

※

25

1 球目
3 球目
5 球目
7 球目以降

20
15
10
5
0

1 球目 2 球目 3 球目 4 球目 5 球目 6 球目 7 球目
打球番号

以降

2 球目
4 球目
6 球目以降

サーバーの打球

レシーバーの打球

以降

ワールドクラス男子選手の打球番号ごとの得点率と失点率
（論文：玉城ら、201811）のデータより作図）

競技力向上を目的としたデータの利用（データ分析）が多くのスポーツで
活発になっています。どんなに優れたコーチや選手も、記憶や印象だけでプ
レーの特徴を正確に把握することは困難で、実際にコーチと選手の間でプレー

得点率は 25% 程度、失点率は 21% 程度ですので、この選手は 3 球目の得点
力が高いものの、ミスの割合は平均的であると理解できます（上グラフ参照）。
技術に基づいた方法では、1 打ごとにコースや打ち方を記録し、得点率、

内容の理解が一致しないことは珍しくないようです。客観的なデータは、分

失点率がどのように変化するかを分析します（2018 年の Fuchs らの論文 10））。

析の正確さを高めたり、プレー内容について議論を深めたりするのにとても

打球番号に基づく方法は簡単に短時間で行うことができる長所があり、技術

役に立ちます。

に基づく方法は具体的な技術や戦術の効果などを分析できる長所があります。

試合中のプレーの特徴を把握するためのデータの分析は、1 球目（サービ

ロンドンオリンピックで行われた日本代表チームの科学サポートでは、打球

ス）、2 球目（レシーブ）、3 球目といった「打球番号」に基づく方法と、打法

番号に基づく分析が試合直後の即時フィードバックに利用され、翌日までに

や打球コースといった「技術」に基づいた方法の 2 つに大別できます。打球

技術に基づく分析をフィードバックする方法が用いられました。

番号に基づく方法では、打球番号ごとに得点率、失点率を計算します（2018

近年は卓球のテレビ放送やインターネットの動画配信が増え、それらの画

年の Fuchs らの論文 10））。例えば、ある選手が 3 球目を 50 回打ち、15 回が

面でデータも目にする機会が多くなってきました。さらに、現在、自動計測

得点、10 回が失点であった場合（残り 25 回はラリーが継続）、3 球目の得点

技術の開発が急速に進んでいます。データが簡単に得られるようになれば、

率は 30%（15/50）、失点率は 20%（10/50）となります。ランキング 50 位以

多くの選手がデータを利用し始めることが予想されます。近い将来、卓球選

内の男子選手（カット型除く）同士が行う 31 試合から計算された 3 球目の

手にデータを上手に利用する能力が求められる時代がくるかもしれません。

（玉城
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将）
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サービスがその後のラリーに
与える影響とは？

私たちはラリーが長く続いた後半の局面を「ラリー戦」と呼び、サービス

さらに、サービスの影響により 3 球目の失点率（2 球目の得点率）も低くなっ

直後と分けて考えることがあります。このことは、サービスがラリーに何ら

ていました。つまり、サーバーが 3 球目を打つ時には、他の打球よりはミス

かの影響を与え、その影響は打数が増えるに従って徐々に小さくなると感じ

が少ないということです。3 球目で失点率が低いにもかかわらず、3 球目での

ていることを示しています。ラリー中の第 1 球目であるサービスがその後の

得点率が 4 球目以降と同程度に高いことは大きな特徴です。サービスをもっ

ラリー展開に影響を与えることは確かです。その影響はどのようなもので、

たときに、3 球目でどのようなプレーをするかがとても重要なポイントと言

どの程度持続するのでしょうか？

えそうです。

実はサービスの影響は、それほど長く持続しません。ロンドンオリンピッ

なお、4 球目以降はサービスの影響は小さく、サーバーかレシーバーかに

クで行われた男子選手（カット型除く）の試合を対象としてサービスの影響

関わらず、同じような確率で得点と失点が決まっていました。サービスが得

について分析した結果、サービスが第 2 球目以降の得失点に与える影響は 2

意」な選手を相手にする場合はサービスの影響が小さい局面に持ち込むこと

つありました。まず、サービスの影響により 2 球目（レシーブ）での失点率

が有効だと考えられますが、具体的には「4 球以上ラリーを続けること」が

が他の打球（4 球目や 5 球目など）よりも低くなっていました（打球番号ご

目標になりそうです。

との失点率の意味、2 球目での失点率は「テーマ 09」参照）。つまり、レシー

こうした基礎データは、「日頃からどのような技術・戦術練習にどれだけ

ブではミスが少ないということです。これは、サービスのボールスピードが

力を入れるのか」、「対戦相手によって、どのような戦術を実行するのか」を

遅いため、レシーバーが返球できる可能性が高いからだと考えられます。

検討する上で参考になるでしょう。

（玉城
22

将）
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