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Abstract: The purpose of the present study was to clarify the influence of swing parameters by changing the hit-
ting point in space in baseball batting. Twenty-eight skilled baseball players (12 professional and 16 university-
level) participated. The participants were instructed to hit a ball that was tossed from 5 m away in the direction of 
the pitching mound. The balls were tossed to various locations with reference to the home plate. The participants 
were required to hit the balls in a specific direction according to the tossed course, i.e., a ball tossed to the inside 
of a home plate was stroked toward the same-field direction and one tossed outside of the home plate was stroked 
toward the opposite-field direction. The motions of the ball and bat during these attempts were recorded using a 
motion capture system operating at 500 Hz. The 3D coordinates of the ball center (hitting point) and the swing 
parameters included the speed of the head of the bat (bat-head speed) and the angle of the swing from a horizontal 
line (swing angle) measured immediately before ball impact and the time from the start of the swing to ball impact 
(swing time). These parameters were calculated in each trial. Analysis of a total of 644 trials revealed that the bat-
head speed tended to increase as the hitting point moved inside, forward, and low. Furthermore, the swing angle 
and swing time tended to increase as the hitting point moved inside, forward, and high. Stepwise multiple regres-
sion analysis demonstrated that the bat-head speed and swing angle were independently associated with (in the 
following order) the distance in the pitcher’s direction, the hitting height, and the inside-outside direction course 
(R2=.360 and R2=.589, respectively). These results suggest that the timing of swing initiation and bat acceleration 
during a swing motion are the main factors changing the swing parameters, and that in order to sharp hit a ball, it 
is important to impact the ball with the hitting point as close to the pitcher as possible.
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Ⅰ　緒　言

得点の多さを競う野球において、投手は様々な

球種のボールを投じるとともにストライクゾーン

の高低や内外角といったコースを狙って打者を打

ち取ろうとする．反対に打者は球種やコースに応

じて打撃動作を調整し，投じられたボールをバッ

トの芯で打ち返そうとする．投手と打者の攻防に

おいて，投手は捕手が構えたところにボールを投

げることができ，特にストレートを外角低めに投

げられるかどうかが重要視される（アメリカ野球

指導者協会，2011，pp.114-115；野村，2005）．指

導現場でこのようなことが述べられる背景には，

投手がどのようなボールをどのコースに投じるか

という配球，そしてその配球によって変化する空
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間上の打撃ポイントの違いが打撃結果に大きな影

響を及ぼしているためであると推察される．

打撃ポイントの違いが打撃動作や打球に及ぼす

影響について，低めは真ん中や高めに比べてバ

ットのヘッド速度の最大値が大きく（阿江ほか，

2013，p.7），バットが加速し始めてからボール・

インパクトまでの時間（以下「スイング時間」と

略す）が短いこと（Katsumata et al., 2017, p.2476）

や，打球速度が大きくなる（田子ほか，2006b，

p.6）ことが明らかにされている．また，内外角

方向では，内角は外角に比べてスイング時間が

長いこと（Katsumata et al., 2017, p.2476）や，打

球速度が大きい傾向にあることが報告されてい

る（田子ほか，2006a，p.225）．これらの先行研

究は全て，打者に対する高低および内外角の打撃

ポイントが固定されたティースタンドを用いた打

撃（以下「静止球打撃」と略す）を分析対象とし，

打撃ポイント間の動作や打球の違いを明らかにし

てきた．しかし，熟練した投手が投げるボールは，

リリースしてからホームベース上まで極めて短い

時間で到達するため，打者は時間的に厳しい制約

の中でバットを加速させ，正確なインパクトを行

わなければならない．このような条件における打

撃（以下「飛来球打撃」と略す）では僅かなタイ

ミングの違いで，内外角や高さが同じボールであ

ったとしても投手と捕手を結ぶ方向の打撃ポイン

トが変動する．このことから，静止球打撃を対象

に分析された結果は，飛来球打撃の特徴を十分に

説明できているとは言い難いと考えられる．

指導現場では，コーチや選手の経験則や試合の

統計データなどから投球コースと打球との関係が

理解されている．しかしながら，これまでその因

果関係を説明する上で重要となるバットのスイン

グ速度や軌道の特徴については明らかにされてい

ない．時間的制約がある飛来球打撃において投球

コースの違いによってバットスイングがどのよう

に変動するのかが明らかになれば，投球における

配球や打撃における狙い球の選定といった戦術面

をサポートするための情報として役立つことが期

待できる．そこで本研究の目的は，飛来球打撃と

同様に動作に時間的制約が含まれ，ボールの到達

位置を予測してスイングしなければならないトス

打撃を対象として，熟練した打者が空間上の様々

な打撃ポイントで打撃した際のバットのスイング

特性を抽出し，投球コースがスイング特性に及ぼ

す影響を明らかにすることとした．

Ⅱ　方　法

1.	 被験者
日本野球機構（NPB）の加盟球団に所属する野

手 12名と東都大学野球連盟の加盟大学に所属す

る野手 16名（年齢：20.1± 1.9歳，身長 1.78±

0.05 m，体重：81.9± 7.4 kg）の計 28名を対象に

データ収集を行った．被験者は右打者が 13名，

左打者が 15名であったが，本研究では以下の文

章において全被験者を右打者とみなせるように記

述することとした． 実験は国立スポーツ科学セ

ンターが実施している倫理審査委員会の承認を得

た上で実施した．被験者には事前に本研究の目的，

方法，危険性等について説明を行い，書面によっ

て実験参加への同意を得た．

2.	 実験設定
実験は床面が全天候舗装材で敷き詰められた屋

内実験場で実施した．被験者には十分なウォーム

アップを行わせた後，投手方向からトスアップさ

れた硬式野球ボールを打撃する試技（トス打撃）

を行わせた．トスはホームベースから投手方向に

約 5 m離れた位置から下手投げで行い，公認野球

規則で定義されたストライクゾーンを参考に，真

ん中，内角，外角，低め，高めを狙って投じた．

5つのコースはストライクゾーンを内外角方向と

上下方向にそれぞれ 3分割したゾーンとして区別

したものであり，例えば内角の場合であれば，内

角における低めや高めのトスを含んでおり，低め

の場合であれば，低めにおける内角や外角のトス

を含んでいる．試技は全て同一の硬式用木製バッ

ト（ミズノ社製，長さ：0.85 m，質量：0.89 kg）

を使用し，全試技において同一験者がトスを行っ

た．なお，本研究では投球コースによって変化す

る打撃ポイントの違いがスイング特性に及ぼす影
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響のみを抽出するため，被験者には予め投球コー

スを指定し，試合と同様の打撃フォームで強い打

球を放つように指示した．このとき，内角に投じ

られたボールはセンターからレフト方向に，外角

に投じられたボールはセンターからライト方向に

打球を放つように指示し，真ん中，低め，高めに

投じられたボールに対しては打球方向を指定しな

かった．実験では各被験者において，スイング開

始前の軸足（捕手側の足）のつま先が全ての試技

で同じ位置になるように留意した．内外角の投球

コースのみ打球方向を指定したのは，多くの指

導書において，内角は投手寄り，外角は捕手寄

りでインパクトし（古田，2010，p.25；池山・中

村，2007，pp.102-107），内角はレフト方向，真

ん中はセンター方向，外角はライト方向に打撃す

ることが通常である（アメリカ野球指導者協会，

2011，p.27）と述べられているためである．また，

指導書で述べられている投球コースと打球方向

の関係と同様に，城所・矢内（2017b，pp.59-60）

はバットの芯で捉えた打撃において，レフト方向

への打球は投手寄りかつ内角寄りでインパクトを

迎えていることが多く，ライト方向では捕手寄り

かつ外角寄りのインパクトが多いことを示してい

る．本研究は以上のことを参考に実験設定を行っ

た．

被験者には 1試技終了毎に，ボール・インパク

トにおけるスイングのタイミングが一致したかど

うかを 3段階（1：不一致，2：普通，3：一致）

で自己評価させた．自己評価が 2以上かつ投じら

れたボールに対して指定した方向に打球が放たれ

た場合を成功試技とした．実験は真ん中，内角，

外角，低め，高めの順に行い，1コースにつき 5

球成功試技が記録できるまで同じコースの打撃を

継続した．試技間のインターバルは約 10秒とし，

コース間のインターバルは約 30秒とした．成功

試技を全て収集できるまでに要した試行数の平均

値±標準偏差は 34± 4回であった．

被験者の身体標認点，バット，ボールに反射マ

ーカを貼付（Figure 1）し，光学式 3次元自動動

作分析装置（VICON-MX，VICON社製）を用い

て各マーカの運動を記録した．この装置はサン

プリング周波数を 500 Hzに設定し，専用の赤外

線カメラを 16台使用した．本研究ではホームベ

ースの捕手側の頂点を原点とした基準座標系（右

Figure 1 Attached locations of reflective markers and the definition of the global 
coordinate system.
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打席から左打席の方向を X軸，鉛直方向を Z軸，

Z軸と X軸とを外積した方向を Y軸）を定義し，

この座標系に基づいて反射マーカの 3次元座標を

計測した．このとき，身体表面には直径 14 mm

の球状の反射マーカを，バットには直径 20 mm

の半球状の反射マーカを，ボール表面には直径

10 mmのシール状の反射マーカを貼付した．

3.	 データ分析
本研究では，バットが加速し始めた時点をスイ

ング開始時，バットとボールが衝突する 1フレー

ム前をインパクト時と定義し，この範囲を分析局

面とした．スイング開始時はバットヘッドとグ

リップエンドのスピードの和が 5 m/s以上に達し

た時点とした（森下・矢内，2018，p.241）．分析

局面におけるボールに貼付した反射マーカ以外の

座標値は，Winter（1990, pp.41-43）の方法によっ

て遮断周波数を決定し，バタワース型ローパスフ

ィルターを用いて 5.0―42.2Hzで平滑化した．た

だし，バットの各座標値は，ボール・インパクト

の直前 20フレームの座標値に近似する 3次多項

式を用いてインパクト時以降 20フレームの座標

値を追加した後に平滑化した（Giakas et al., 1998, 

p.88）．

インパクト時の打撃ポイントを求めるためにボ

ール中心の座標を算出した．ボール中心はボール

表面に貼付した反射マーカの座標値と球の方程式

の残差二乗和が最小となる正規方程式を解くこと

によって推定した（村田・藤井，2014，p.418）．

また，左右への打球方向を算出するために，イ

ンパクト直後 20フレームのボール座標を 2次多

項式で近似した値を水平面（X-Y平面）に投影

し，インパクト直後 10フレームの値に近似させ

た回帰直線の傾きを求めた．左右方向の打球角

度（θH）は，森下・矢内（2018）と同様に，この

傾きと基準座標系の Y軸とのなす角度として算

出した．本研究ではスイング開始時の打撃姿勢と

ホームベース位置に基づいて，各試技のインパク

ト時におけるボール座標を内外角と高低のそれぞ

れ 3つに分け，計 9つの打撃ポイントに分類した

（Figure 2）．その後，内角側の 3つのポイント（3，6，

9）は打球方向がセンターからレフト方向（-60°< 
θH < 0°）に，外角側の 3つのポイント（1，4，7）

はセンターからライト方向（0°< θH < 60°）に打

球が放たれているかを確認し，この条件に合致し

た全試技（644試技）を分析対象とした．

分析対象とした各試技において 3次元的な打撃

ポイントと，バットのスイング特性を表す 3つの

パラメータ（ヘッド速度，スイング角度，スイン

グ時間）を算出した．打撃ポイントについて，Y

軸方向と Z軸方向は被験者の身長やインパクト

時における打撃姿勢およびホームベースに対する

立ち位置の影響を排除するために，左右の上前腸

骨棘の中点（腰部）に対する Y軸方向（以下「前

後方向」と略す），スイング開始時の腰部に対す

る Z軸方向（以下「上下方向」と略す）のボー

ル座標として算出した（Figure3）．X軸方向はイ

ンパクト時における基準座標系の原点からみた X

軸方向（以下「内外角方向」と略す）のボール座

標とした．スイング特性について，ヘッド速度は

インパクト直前 3フレームにおけるバットヘッド

の変位を要した時間で除すことによって算出し，

スイング角度はこのヘッド速度のベクトルと水平

面とのなす角度として算出した．スイング時間は

スイング開始時からインパクト時までに要した時

Figure 2 Classification of the course of pitched ball. Point 5 
represents midmost of strike zone. 
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間として算出した．

4.	 統計処理
分析試技の打撃ポイントの分布とスイング特性

の特徴を確認するため，打撃ポイントの各方向と

スイング特性の各パラメータの平均値±標準偏

差，および最小値と最大値を表した．3方向の打

撃ポイントとスイング特性を表す各パラメータと

の関係を調べるため，Pearsonの積率相関係数を

用いて検定を行った．また，打撃ポイントの違い

がバットのスイング特性に及ぼす影響の大きさを

検討するため，従属変数を分析対象とした全試技

のスイング特性を表すパラメータとし，各従属変

数に対して，内外角方向，前後方向，上下方向の

打撃ポイントを独立変数としたステップワイズの

重回帰分析を行った．独立変数間の多重共線性

の問題を回避するため，全ての変数間の Variance 

inflation factor (VIF) が 10以下であることを確認

した．なお，本研究は打撃ポイントの違いによる

スイング特性のばらつきの傾向を分析対象の全試

技から明らかにすることが目的であるため，統計

では各被験者の平均値との差を用いた．全ての検

定において有意水準は 5%に設定した．

Ⅲ　結　果

分析試技の球速の平均±標準偏差は 6.2±

0.5 m/sであり，最小値と最大値はそれぞれ 5.1 m/

sと 7.4 m/sであった．Figure 4と Table 1は，それ

ぞれ分析対象とした試技の打撃ポイントの分布お

よびスイング特性を表す各パラメータの平均値，

標準偏差，最小値，最大値を示している．打撃ポ

イントは，内外角方向が 0.01± 0.17 m，前後方向

Figure 3  Definition of hitting points. 

Figure 4 Hitting point of analysis trials viewed from 
X-Z plane, Y-Z plane and X-Y plane.
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が0.54±0.22 m，上下方向が0.00±0.17 mであり，

各方向の範囲は 0.88―1.00 mの間で分散してい

た．また，内角ほど投手側で，外角ほど捕手側で

インパクトされる傾向がみられた．スイング特性

は，ヘッド速度が 37.2± 1.9 m/s，スイング角度が

8.9±6.9°，スイング時間が172±14 msであった．

スイング特性を表す各パラメータと各打撃ポ

イントとの相関係数の検定では，全てのパラメ

ータが内外角方向との間に負の相関が，前後方

向との間に正の相関が認められた（全て p < .01，

Figure 5）．上下方向との間にはヘッド速度が負の

相関，スイング角度とスイング時間には正の相関

が認められた（全て p < .01，Figure 5）が，いず

れのパラメータにおいても他の打撃ポイントより

も低い相関係数が示された．

スイング特性を表す各パラメータが 3方向の打

撃ポイント（内外角方向，前後方向，上下方向）

によってどれだけ説明できるかをステップワイズ

Table 1  Bat swing parameters for analysis trials.

n = 644 Mean SD Min. Max.

Hitting 
Point

Course

[m]

0.01 0.17 -0.38 0.50

Depth 0.54 0.22 -0.06 0.94

Height 0.00 0.17 -0.46 0.53

Swing 
Parameters

Bat-head speed [m/s] 37.2 1.9 30.2 42.4

Swing angle [°] 8.9 6.9 -11.7 30.3

Swing time [ms] 172 14 144 230

Figure 5  Relationship between bat swing parameters and hitting points.
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の重回帰分析で検定した結果，全てのパラメータ

において有意な回帰式が得られ，最も寄与率 R2

が高いモデルは，ヘッド速度を 36.0%，スイング

角度を 58.9%，スイング時間を 34.7%説明できる

ことが示された（全て p < .05, Table 2）．回帰式

のモデルは，ヘッド速度は y = - 1.471 + 2.705x1 – 

2.172x2 + 1.043x3（x1：前後方向，x2：上下方向，

x3：内外角方向），スイング角度は y = -7.878 + 

14.458x1 + 7.511x2 + 3.127x3となり，全ての打撃ポ

イントが選択された．また，スイング時間は前後

方向と上下方向の 2変数が選択され，y = - 9.583 

+ 17.675x1 + 4.472x2という回帰式が得られた．回

帰式に対する独立変数の影響の大きさを表す標準

化係数βは，全ての回帰式において前後方向の

打撃ポイントが最も大きいことが示された．

Ⅳ　考　察

本研究の目的は打者が様々なコースに投じられ

たボールに対応した際の打撃ポイントの違いが打

撃パフォーマンスの構成要因であるバットのスイ

ング特性（ヘッド速度，スイング角度，スイング

時間）に及ぼす影響を明らかにすることであっ

た．その結果，ヘッド速度は，内角，前方，低め

のボールを打撃するほど大きく，スイング角度と

スイング時間は，内角，前方，高めのボールを打

撃するほど大きくなる傾向がみられた．しかしな

がら，3方向の打撃ポイントそれぞれが独立して

スイング特性を表す各パラメータに及ぼす影響を

みた場合，内外角方向と上下方向の打撃ポイント

による影響は小さく，前後方向の影響が大きいこ

とが示された．

本研究で得られた結果が打撃ポイントの違いに

よるスイング特性の傾向を抽出できているかを確

認するために，各被験者のデータ収集が同一条件

で実施され，分析対象とした試技の打撃ポイント

が均等に分散していたのかについて検討する．分

析試技の球速の標準偏差は 1 m/s未満，変動係数

は 8.2%であった．また，最小値（5.1 m/s）と最

大値（7.4 m/s）との差は 2.3 m/sであったことから，

全てのトスはほぼ一定の速度で投じられていたも

のと考えられる．実験はストライクゾーンの真ん

Table 2  Results of step-wise multiple regression analyses.

Dependent variable Model Independent variable B SEB β R2

Bat-head speed

1 Depth 1.535 .134 .412 .169 

2
Depth 2.000 .123 .537 

.350 
Height -2.188 .163 -.445 

3

Depth 2.705 .248 .727 

.360 Height -2.172 .162 -.442 

Course 1.043 .319 .216 

Swing angle

1 Depth 13.932 .541 .713 .508 

2
Depth 12.344 .518 .632 

.585 
Height 7.461 .684 .289 

3

Depth 14.458 1.046 .740 

.589 Height 7.511 .682 .291 

Course 3.127 1.346 .124 

Swing time

1 Depth 18.626 1.027 .582 .338 

2
Depth 17.675 1.062 .552 

.347 
Height 4.472 1.403 .106 

B : Non-standardized coefficients
SEB : Standard error of B
β      : standardized coefficients
R2    : Determination coefficient
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中と，内外角と高低のコースをそれぞれ 3分割し

た際の内角と外角，低めと高めの 5つのコースに

ボールを投じるという設定で行ったため，内外角

方向と上下方向の打撃ポイントをそれぞれ 3つの

ゾーンに分けた際の各被験者の分析対象試技を当

該被験者の全試技に対する割合として算出した．

その結果，各ゾーンの割合が全体の 10%以下と

なるゾーンが観察された被験者は内外角方向では

存在せず，上下方向では 1名のみ存在したものの，

各ゾーンの平均値は25―45%であった（Table 3）．

そのため，大部分の被験者の分析試技は内外角方

向と上下方向にほぼ均等に分散していたと考えら

れる．しかし，Figure 2に示した 9つの打撃ポイ

ントでみると，1と 9のエリアが平均で 10%未

満となり，打撃ポイント全体でみると試技数が偏

る結果となった．これらのことから，本研究にお

けるスイング特性の変動は打撃ポイントの違いに

よる傾向を概ね反映したものと考えられるが，試

技数の少ない打撃ポイントがみられたことによ

り，打撃ポイントとスイング特性との関係が明確

に現れない可能性があることを考慮する必要があ

る．また，本研究の分析データには，各被験者の

データが複数含まれていることから各試技の独立

性を仮定できないため，打撃ポイントとスイング

特性との関係において被験者個人のスイング特性

の影響が混在している可能性があった．そこで，

各試技の独立性を確認するため，被験者内におけ

るスイング特性の級内相関係数（ICC）を算出し

たところ，ICCが 0.1を超えるスイング特性は，

ヘッド速度で 1名（=0.20），スイング角度で 0名，

スイング時間で 1名（=0.14）であった．以上の

ことから，本研究で得られた打撃ポイントとスイ

ング特性との関係には被験者個人の影響は含まれ

ていないと言える．

重回帰分析によってスイング特性を表すパラメ

ータの変動は，3方向の打撃ポイントによって 35

―59%説明できることが示された．まず，得ら

れた回帰式から打撃ポイントの違いによってスイ

ング特性がどのように変動するかを検討する．独

立変数（打撃ポイント）が従属変数（スイング特

性）へ及ぼす影響を表す非標準化係数 Bの符号

をみてみると，ヘッド速度は投手側，低め，外角

でインパクトするほど大きくなる（Table 2）．ま

た，スイング角度は投手側，高め，外角ほど大き

くなり，スイング時間は投手側かつ高めほど長く

なることが分かる．以上の結果は，他の打撃ポイ

ントの影響が制御された場合，すなわち各打撃ポ

イントが単独でスイング特性それぞれに与える影

響を反映したものである．一方で，打撃ポイント

と各パラメータとの相関関係（Figure 5）をみると，

ヘッド速度とスイング角度は内角ほど大きくなる

という関係があり，Bの符号が意味するものとは

反対の関係が表れるパラメータがある．これは，

相関係数が独立変数である 3方向の打撃ポイント

が制御されていない関係を表すことが原因と考え

られる．つまり，見かけ上は内角ほどヘッド速度

やスイング角度が大きくなるという関係がみられ

るものの，これは上下方向や前後方向の打撃ポイ

ントの影響が含まれたものと言える．本研究の打

撃ポイントとスイング特性との相関分析と先行研

究の結果を比較すると，低めほどヘッド速度が

大きく（阿江ほか，2013，p.7），スイング時間は

高めや内角ほど長くなる（Katsumata et al., 2017, 

p.2476）ことが報告されており，これらは本研究

Table 3  Percentage of hitting course

Mean ± SD Min. Max.

Outside 25.0 ± 9.6 8.0 46.7

Course Middle 45.1 ± 9.1 26.1 60.0

Inside 29.9 ± 9.6 10.0 52.2

High 31.7 ± 12.9 10.3 57.7

Height Middle 36.9 ± 10.7 10.0 65.0

Low 31.3 ± 12.7 10.0 54.2
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結果の一部と同様の傾向であった．内角のスイン

グ時間が他のポイントよりも長いという結果は，

前後方向の打撃ポイントの影響による見かけ上の

関係であると考えられ，内角ほど打撃ポイント

が投手寄りになる（Katsumata et al., 2017, p.2473）

ことでバットの移動距離が延長されることに起因

していると言える．

次に各打撃ポイントがスイング特性に及ぼす影

響の大きさを検討するために各回帰式のβの大

きさをみてみると，全てのスイング特性に対して

前後方向の打撃ポイントが最も大きい値であっ

た（Table 2）．また，独立変数が投入された際の

回帰式における寄与率の変化量（⊿ R2）をみる

と，各回帰式における寄与率の大部分を占めてい

たのは，ヘッド速度は前後方向と上下方向，スイ

ング角度とスイング時間は前後方向の打撃ポイン

トであった．各打撃ポイントがスイング特性に及

ぼす影響の大きさを各スイング特性の単位で抽出

するため，得られた回帰式を用いて，スイング特

性がホームベースの幅（0.432 m）でどれだけ変

動し得るかを算出することとした．結果として，

上下方向と内外角方向を 0 mに設定し，前後方

向のみを変動させた場合，ヘッド速度は 1.2 m/s，

スイング角度は 6.2°，スイング時間は 8 ms変化

することが分かった（Table 4）．ヘッド速度は上

下方向のみを変化させた場合，前後方向に近い値

（0.9 m/s）で変動したが，スイング角度とスイン

グ時間における上下方向や内外角方向の影響は，

前後方向の約半分，またはそれ以下であることが

示された．これらの結果は，様々な投球コースを

打撃した場合，前後方向の打撃ポイントの違いが

スイング特性の変動に最も影響を与えていること

を示しており，スイング開始のタイミングやスイ

ング中にヘッド速度を上昇させるタイミングがス

イング特性を変動させる主な要因になっていると

考えられる．

スイング中のバットの運動を側方（Y-Z平面）

から観察すると，バットヘッドはインパクト付近

が最下点となる楕円状の軌道になることが報告さ

れている（森下・矢内，2018，p.246；Tabuchi et 

al., 2007）．このような軌道において投球コースの

高さが一定で内外角方向のみが変化する場合，投

球コースに応じた打撃（所謂，コースに逆らわな

い打撃）を行うためにはバットの水平面上の角度

を調整しなければならず，そのためには前後方向

の打撃ポイントを変化させる必要が生じると考え

られる．また，Katsumata et al.（2017, p.2477）は

投球コースが上下方向に変化する場合，スイング

軌道が弧を描くという構造的な制約の中でボール

を強く打つために，打撃ポイントは内外角方向の

コースによらず高めほど投手側になることを報告

している．本研究における典型的なスイング軌道

を観察すると，前後方向の打撃ポイントの変化は

バットヘッドが楕円軌道となることからスイング

角度が変動するだけではなく，バットヘッドの加

速距離も変化する（Figure 6）ためヘッド速度と

スイング時間にも影響することが予想される．以

上のことから，内外角方向や上下方向の投球コー

スに対して，打者はバットヘッド軌道の最下点が

インパクト付近になるように軌道そのものを移動

させるようなスイングを行っていないと言える．

そのため，前後方向の打撃ポイントの違いが最も

スイング特性に影響を及ぼした要因としては，限

定された軌道の中でインパクトの前後位置を調整

するような打撃が行われていたためであると推察

される．

Table 4  Differences of swing parameters in the case where each hitting point indepen-
dently varies with width of home plate (0.432m). These data were calculated 
with regression formulas. 

Bat-head speed
[m/s]

Swing angle
[°]

Swing time
[ms]

Depth 1.2 6.2 8 

Height 0.9 3.2 2 

Course 0.5 1.4 —
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本研究結果から，内外角や上下方向の投球コー

スに伴って前後方向の打撃ポイントが変化し，こ

の影響を受けてスイング特性が系統的にシフトす

ることが示された．この結果を踏まえて，指導現

場で考えられている打者を打ち取るための配球

のセオリーや，投手がコントロールし得る内外

角・上下方向の投球コースのリスクについて考察

する．バットとボールの衝突運動を分析した研究

では，インパクトにおいてヘッド速度とスイン

グ角度が大きいほど高速度または飛距離の長い

打球が放たれることが報告されている（城所ほ

か，2011，p.84；Sawicki et al., 2003, p.1159）． 一

般的にこのような打球（以下「強烈な打球」と略

す）はヒットや本塁打になる確率が高くなると考

えられる．本研究では，ヘッド速度は打撃ポイ

ントが内角かつ低めほど大きくなり，スイング

角度は内角かつ高めほど大きくなることを示し

た（Figure 5）．これを先行研究の結果と合わせて

考えると，内角よりも外角にボールを投じた方が

ヘッド速度もスイング角度も低下するため，強烈

な打球を放たれるリスクの低減に繋がることが予

想される．また，低めへのボールはスイング角度

が低下する反面，ヘッド速度が増加するため，上

下方向の投げ分けに関してはどちらも同程度のリ

スクがあると推察される．ただし，速度を最大化

することを目的としたフライ性の打球はスイン

グ角度が大きいという特徴がある（城所・矢内，

2017a，p.488）ため，長打を打たれない確率を高

めるためには低めに投じることが有効的と考えら

れる．外角や低めへの投球は多くの指導書（永井，

2013；野村，2005；里崎，2015）においてリスク

の低いコースとして既知の情報であり，本研究は

それを支持する結果となった．しかし，その理由

は客観的なデータに基づいたものではなかったた

め，本研究はその根拠となるデータを示すことが

できたと言える．一方で，スイング時間について，

Breen（1967, p.39）はこの時間が短いほど投球さ

れてからスイングを開始するまでの決断時間が長

くなり，優れた打者はこの利点を利用して正確な

インパクトを可能にしていると考察している．ス

イング時間は内角や高めほど長くなるという本研

究結果をみると，このコースはヘッド速度やスイ

ング角度が大きくなる傾向があり強烈な打球とな

るリスクは高いものの，外角や低めよりも決断時

間が短縮するため，打ち損じを生じさせる確率が

高くなるという利点があると推察される．また，

前後方向の打撃ポイントの違いが最もスイング特

性への影響が大きかったという結果から，内外角

や上下方向のコースに投げ分けることだけではな

く，球速を変化させることでスイング開始のタイ

ミングをずらすような配球も打者を打ち取るため

に有効であると考えられる．

本研究は無数にある打撃ポイントにおいて，そ

の違いがスイング特性に及ぼす影響を検討するた

め，各被験者においてコースに逆らわない打撃が

でき，かつインパクトのタイミングが一致した全

ての試技を分析対象とした．これにより，打者が

打撃可能な投球コースにおけるスイング特性の傾

向を抽出することができたと考えられる．しかし

ながら，データ収集おいて被験者ごとに打撃ポイ

ントの偏りや試技数に違いがあったため，スイン

グ特性の傾向を完全に説明できたとは言えない．

特に外角高めや内角低めを打撃した試技は他のゾ

ーンよりも少なかった（Figure 4）．これらが偏り

なく収集することができれば，打撃ポイントによ

Figure 6 Typical swing trajectory viewed from lateral side 
(Y-Z plane). If hitting point of  depth direction 
changed on the same trajectory, swing angle and 
swing time are maximum at point A.
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ってスイング特性の変動をより多く説明できたと

考えられる．また，本研究では投手方向からのト

ス打撃を採用することで実際の打撃をシミュレー

トした．実験をトス打撃で実施した理由は，本研

究は各被験者において投球コースに偏りなく複数

の成功試技を収集する必要があり，投手やピッチ

ングマシンからボールを投じるよりもコースへ投

げ分けるコントロールが容易であるためである．

トス打撃は実戦の球速よりも格段に遅いが，タイ

ミングを計り，ボールの到達位置を予測してスイ

ングするという点は実際の打撃と共通しているこ

とから，飛来球打撃に類似した環境が設定できて

いたと推察される．しかしながら，タイミングの

取り方が異なるとスイング中のバットの角度やヘ

ッド速度が異なるという報告（阿江ほか，2017）

があることから，打者はボールの速度や軌道に応

じて動作や力発揮のタイミングを微調整している

ことが予想される．そのため，高速で飛来するボ

ールを打撃した際のスイング特性については今後

検討する必要がある．

Ⅴ　結　論

打者に対する空間上の打撃ポイントの違いがバ

ットのスイング特性（インパクト直前のバットの

ヘッド速度とスイング角度，およびスイング時間）

に及ぼす影響を検討した結果，ヘッド速度は，内

角，前方，低めのボールを打撃するほど増加し，

スイング角度とスイング時間は，内角，前方，高

めのボールを打撃するほど増加することが示され

た．また，各打撃ポイントによる影響を標準化し

た場合，打撃ポイントが各スイング特性へ及ぼす

影響は前後方向，上下方向，内外角方向の順に大

きく，これらの打撃ポイントによってスイング

特性の変動を 35―59%説明できることが示され

た．以上の結果は，スイング開始のタイミングや

スイング中にバットを加速させるタイミングがス

イング特性を変動させる主な要因になることを示

唆しており，打撃ポイントを可能な限り投手寄り

にしてインパクトを迎えることが強烈な打球を放

つために重要になることが示された．
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