ブリヂストンから新たにテニスボールが発売された。
「ブリヂストンの従来品より明らかに耐久性の高いメルトン使用」＊ を謳い、
『耐久力』を前面に押し出した『ＮＸ１』は、
練習球の価格帯で長寿命という、経済的な公認ボール。
フレッシュルックスの『ＮＸ１』は、これからの練習コートの景色を変える！

＊ブリヂストンスポーツ調べ

テニスボールの
耐久性とは何か？
さて︑
﹃ＮＸ１﹄の高い耐久性は︑
学生たちの試打テストによって証明
されたが︑そもそも﹁ボールの耐久
性﹂とはなんだろう？
テニスボールは︑球体を保つ﹁コ
アボール﹂と︑その外側に貼られる
﹁フェルト﹂で成り立っていて︑
我々
が一般的に使っている﹁プレッシャ
ーライズドボール﹂は︑コアボール
のゴム自体が持つ弾力性と︑コアボ
ール内に封入されたガスの内圧︵内
側からボールを膨らまそうという力︶
という２つの反発力で支えられてい
る︒
また耐久性も﹁ボールの反発力の
維持性﹂と﹁フェルトの耐摩耗性﹂
という２つの要素がある︒新品のコ
アボール内には約１・８気圧の内圧
がかけられているが︑インパクトを
重ねていくうちにガスは徐々に抜け
て︑次第に柔らかくなっていき︑反
発力が落ちて飛ばなくなるし︑打た
なくてもガスは自然に抜けてしまう︒
さらにフェルトの耐久性は︑実は
見た目の印象以上に重要︒毛の擦り
切れや汚れだけでなく︑フェルトに
はテニスボールの機能を支える︑大
切な役割がある！

スの原型は
﹁フランス宮廷内の遊び﹂
で︑当時の宮廷貴族たちは︑硬いボ
ールを直接︑自分の手のひらで打ち
合っていたが︑ゴムのなかった当時︑
ボールは弾まず︑痛いくらいに強く
叩かなければちゃんと打ち返すこと
ができない︒そこで彼らは︑ボール
を柔らかい布で包んで︑快適に遊ぶ
ことを考えた︒これが﹁コアを柔ら
かいもので包む﹂というテニスボー
ルの原点だと思われる︒
そして 世紀後半になってゴムボ
ールが発明された時︑
別の意味の
﹁包
む﹂が誕生する︒それが﹁ボールの
保護﹂である︒当時︑ゴム製のテニ
スボールは極めて高価であったため︑
傷つかないようにウール地でボール
を包んだのだ︒つまり︑耐久性向上
という使命を帯びて現代テニスボー
ルは誕生したのだ︒

フェルトに秘められた
もっと重要な機能
フェルトの機能としてあまり知ら
れていないのが﹁打球弾道を安定さ
せる﹂こと︒野球のフォークボール
や︑サッカーのブレ球シュートは︑
ボールを回転させないことで飛球弾
道を不規則にする変化球だが︑テニ
スでは逆に﹁安定させること﹂が重
視される︒
ボールが無回転で飛ぶと︑ボール
表面に発生する空気の流れが乱れ︑

世界中の全てのスポーツで︑
﹁フ

ろがテニスボールのように毛羽立っ

ど︑空気の流れは乱れるのだ︒とこ

ール表面がツルツルであればあるほ

テニスボールは︑
なぜ﹁包まれた﹂のか？

ェルトで包まれたボール﹂を使うの

弾道をブレたり沈んだりさせる︒ボ

は唯一︑テニスだけ︒これはテニス

ていると︑逆に空気はきれいに流れ︑

フラットで打ったボールでも真っす
ぐに飛んでいく︒サメ肌加工の競泳
水着が水の抵抗を少なくしたのと同
じ効果である︒
現代テニスに必須であるトップス
ピンでは︑空気抵抗を積極的に利用
することで弾道を安定させる︒だか
ら︑フェルトが擦り切れてツルツル
になったり︑毛羽立ちすぎるとスピ
ンがかかりにくい︒
フェルトの毛はインパクトのたび
ごとに引きちぎられていくが︑むし
ろそうさせることでボールの大きさ
が維持され︑弾道も安定する︒しか
し最初から﹁毛羽立ちにくい・擦り
切れにくい﹂フェルトならば︑気に
しなければならないのは︑コアボー
ルの反発性能だけでいいことになる
だろう︒

購買コストと
寿命コストの融合点
フェルトが擦り切れにくければ︑
同じ打球感を保ちやすくなる︒これ
は全てのテニスプレーヤーの願いで
はないだろうか︒
ブリヂストン﹃ＮＸ１﹄は︑練習
に使えるリーズナブルな価格帯のＩ
ＴＦ公認球︒しかも新採用フェルト
の耐久性は︑驚くほどに長かったと
の声が⁝︒これは事実である︒フェ
ルトの耐久性はボール性能の寿命に
直結し︑特にたくさんのボールを使
う部活・サークルの練習には大きな
メリットをもたらすだろう︒購買コ
ストと寿命コストが︑十分満足レベ
ルで融合した﹃ＮＸ１﹄をぜひ試し
てみてほしい︒

３日打ってもまるで
新品に見える﹃ＮＸ１﹄

BRIDGESTONE
NX1

﹁ブリヂストンから新しいボール
最初にコメントしてくれたのは岩
が出る﹂という情報を得る︒
﹁とに
井亮さん︒
﹁並べてみても︑﹃ＮＸ１﹄
かく耐久性の高さが特徴︒新採用フ
は明らかにフェルトの劣化が少ない
ェルトが︑毛羽立ちや摩耗を抑え︑ ですね︒摩耗が少なく︑耐久性が桁
ボールとしての寿命を長く保つこと
外れに高いです﹂と︑驚いた様子︒
ができる﹂という︑高耐久性ボール
打球感については﹁いつも使ってい
である︒
るブリヂストンの練習球﹃ツアープ
さっそく耐久試験をしてみようと
ロ﹄よりも手応え感のある感触で︑
いうことで︑中央大学の強豪テニス
最高グレード﹃ＸＴ８﹄に近い感じ
サ ー ク ル で あ る﹃ LAWN
がします﹂というコメントだ︒
﹄の有力
また堀内翼さんも﹁
﹃ＮＸ１﹄は
メンバーの７人にお願いして︑３日
間︑練習で打ってもらった︒耐久性 ﹃ツアープロ﹄に比べて︑しっかり
した感触で︑それが最後まで続く感
の違いを比較するため︑練習用ボー
じがしました︒試合が近くなった時
ルのブリヂストン﹃ツアープロ﹄と
には︑しっかり打感の﹃ＮＸ１﹄で
まったく同じ条件で打ち較べてもら
練習したいです﹂と︑ずいぶん気に
った︒
入った様子である︒
女性としてはなかなかのハードヒ
ッターである倉持里沙さんも﹁私が
ビックリしたのは︑１日だけ雨の中

新登場の高耐久ボールを
テスト

﹃ＮＸ１﹄の耐久性 を体感

取材協力＝フェアリーテニスフォーラム
テスト協力＝中央大学テニスサークル『LAWN（ローン）
』
構成・文＝松尾高司（KAI
構成・
構成
構
成・文
成
文＝松
松尾高
尾高司
高司
高
司（
（KA
KA
AI project）
p

テニスボール は
﹁こうなっている﹂

砂入り人工芝でも行なう
が、ハードコートでの練
習が多いという。フェル
トの劣化に関しては目が
肥えている

練 習 で は２ 種 類 の ボ
ール を 利 用 し︑最 後
に見比べた

１缶につき５ポイント
の「Tポイント」係に立
候補の飯田恭平さん

で練習した時︑水を含んで重くなっ
たり︑毛羽立ちも激しいボールがあ
ったのに︑
﹃ＮＸ１﹄だけはほとん
ど変化がありませんでした︒こんな
に毛羽立ちが少ないボールは初めて
です﹂と感想を語ってくれた︒
彼らのコメントにもあるが︑ボー
ルの摩耗状態を見比べてみても一目
瞭然︒３日間も学生たちのハードヒ
ッ ト を 受 け て い る の に︑
﹃Ｎ Ｘ １﹄
だけが毛羽立ちが少なく︑フェルト
にプリントされたロゴもくっきり浮
き上がっている︒
森川竜也さんが
﹁か
なりダメになっているボールもあっ
たのに﹃ＮＸ１﹄だけはまだまだお
ろしたてに近い状態です︒こうはっ
きり違うと︑どうしてもこれを使い
たくなります﹂と言うように︑歴然
とした差が見られる︒価格はオープ
ン価格で︑
市場価格は﹃ツアープロ﹄
よりも少しだけ高価になるらしいが︑
この高耐久ボールは︑そんなことを
気にさせないくらい﹁使う価値があ
るもの﹂だと感じた︒

140
※コメントは個人の感想です
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大学同好会の中央大学ロ
ーンの練習にて「ＮＸ１」
をテストしてもらった。

「雨の日に打って
も毛羽立ちが少
ない」と倉持里
沙さん

テニスボール「NX1」はテニス用
品メーカー初のTポイントとの提
携。
１缶（ボール４球）ごとに５ポイ
ント。箱買いのサークルにはうれ
しいサービスだ

選ぶ理由!

NX1を

高耐久ボールで、
練習コートの
景色が変わる！
の発祥と大きな関わりがある︒テニ

ブリヂストンスポーツ（株）
お客様コールセンター：0120-116613
（土日・祝日、当社指定休日は除く。月〜金10:00 〜 17:30）
ホームページ http://www.bs-tennis.com/

「耐久性が桁
外れに高い」
と岩井さん

ブリヂストン
エヌエックスワン
価格 オープン価格
プレッシャーボール４個入り
１月25日発売
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