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1. はじめに	 
	 テニスゲームにおいて,ポイントの 8割が相手のミスによるといわれており,相手よりも 1球多く返球

することがゲームに勝利する基本的な考え方である。又,技術レベルが上がれば上がるほど,相手との駆

け引きが重要であり,いかに相手にミスをさせるかが戦術の基本となり,いつどこにどのようなボール

を配球出来るかが勝敗を左右する要因であると筆者は考える.これまでの，ゲーム分析の背景はカテゴ

リー別に見るショットの頻度,ラリー数,サービス,リターン成功数等が殆どであり，実際のゲームの流

れの中で重要な要因を抽出し明らかにするものは数少ない.そこで,本研究においてはシングルスのゲ

ーム局面を細分化するにあたり,エキスパートな指導者にインタビュー調査を実施しそこで得られたデ

ータを基にゲーム分析を行い，指導現場における有益なデータを体系化する事を目的とした.	 

2. 方法	 
	 ゲーム分析対象は世界トップレベルである先の全豪オープンテニス 4R	 ラファエルナダル対錦織圭を

題材にした.ゲーム局面の細分化の妥当性を求めるにあたり,1 名のエキスパートな指導者（対象者 A）,2

名の元日本代表レベルであった指導者(対象者 B)へのインタビュー調査を実施した.インタビューによ

り得たデータは SCAT により分析し，(4 ステップコーディング→ストーリーライン→理論記述)データの

客観性を求めるにあたり，メンバーチェック(フリック 2002)を採用した.インタビューは,指導者と１対

１の半構造化面接で行った.場所は,対象者の勤務先で静かな応接室内,全日本テニス選手権大会期間中

に会場内の静かな会議室で行った.インタビュー内容は以下の 3 つとした.1）シングルスのゲームにお

いて流れを変える局面はどのような状況か	 2）そこでのプレーについて	 3）そこで考えている事につ

いてであった.	 

3. 結果と考察	 
表 1.インタビュー対象者 Aの設問 1における回答に対する SCAT 分析	 

	 

表 2.インタビュー対象者 Bの設問 1における回答に対する SCAT 分析	 
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インタビューから得られたデータを，ストーリーラインでつなぎ，理論記述し，概念図を作成

した.そこから抽出した項目は，設問 1	 <サービスブレーク後><グレーク後のサービスゲーム><

立ち上がり 4 ゲーム>	 設問 2<1stサービスの確率，リターン返球率，その打球方向>	 <セーフテ

ィ−プレー>	 設問 3<客観視><ギアチェンジ><攻める気持ち>であった.そこで得た項目を分析し

統計処理を行った結果より 2 人のプレーヤーは，サーブ，リターンでは，60％以上の返球率，

ラリー戦においてはクロスやセンター方向に返球しており，重要な局面においては確率の高い

プレーを遂行している事が明らかになった.今後更にサンプル数を増やしより客観的なデータ

を体系化する事が課題である.	 

表 2	 質的データより得られた項目による統計データ	 
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