
野球の打撃におけるインパクト時のバットの上下方向の傾斜が
打球の回転に及ぼす影響

中島　大貴 1），森下　義隆 2），八木　賢太郎 3），桜井　伸二 4）

Effect of vertical bat angle at impact on batted ball spin in baseball 
hitting

Nakashima Hirotaka1), Morishita Yoshitaka2), Yagi Kentaro3) and 
Sakurai Shinji4)

1)  Graduate School of Health and Sport Sciences, Chukyo 
University

2) Department of Sports Research, Japan Institute of Sport Sciences
3) Graduate School of Science and Technology, Keio University
4) School of Health and Sport Sciences, Chukyo University

In baseball, the flight distance of batted balls is influenced by not only 
the batted ball velocity but also the spin. Previous studies reported that 
balls batted toward the opposite field (right field for the right-handed 
batter) had greater side spin and curved horizontally. If batters could 
impart less side spin to the ball, flight distance would be expected to 
increase because the ball would travel more linearly. The purpose of 
this study was to investigate how the spin of a batted ball is affected by 
the vertical bat angle at impact. A pitching machine was used to launch 
balls toward a fixed bat. The bat was positioned at six different angles 
under two conditions; the bat’s long axis was adjusted horizontally and 
the bat head was declined 40 ° lower than the bat grip. The batted ball 
spins resulting from the batted ball angles were compared between the 
conditions. There were significant correlations between the horizontal 
batted ball angle and the side spin of the batted balls in both conditions. 
There was no significant difference between the slopes of the regres-
sion lines for the conditions. In brief, balls batted toward the same di-
rection had similar spin regardless of the conditions. Therefore, it is 
suggested that the batters should not attempt to control batted ball spin, 
and increasing their bat swing speed would be still the most important 
key factor to hit balls long distances toward the various directions.
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1．緒言

公認野球規則には，「各チームは，相手チームより多く

の得点を記録し，勝つことを目的とする」と記載されて
おり（日本プロフェッショナル野球組織，2019），打者は
より多くの得点を記録するために打撃力の向上が求めら
れる．また，鳥越（2014）が，長打率とチームの総得点
との間に非常に強い正の相関関係があることを報告して
いることから，特に長打を放つ技術，言い換えると飛距
離の長い打球を放つ技術を身につけることが重要である
と言える．

打球の飛距離は，環境要因を無視すれば，物理的には
打球の速度，発射角度，回転，打点高によって決定され
る．中でも最も重要な要因は打球の速度であるが，
Nathan（2008）は，同一の速度・角度で打球が発射され
た場合，バックスピンの回転数が多い方が打球の飛距離
が長かったことを報告しており，打球の回転が飛距離に
及ぼす影響も無視できない．しかしながら，実際に打撃
されたボールを調べた先行研究において，打球の速度と
回転数はトレードオフの関係にあることが報告されてお
り（城所ら，2011），飛距離の大きな打球を放つためには
適切な速度とバックスピンをボールに加える必要がある．
Sawicki et al.（2003）は，打球に適切な速度およびバッ
クスピンを加えるためには，大きなバットスイング速度，
且つインパクト直前のバットヘッドの軌道が上向きにな
るようなアッパースイングで，ボール中心のやや下をイ
ンパクトすることが重要であると報告している．

このように打球の飛距離に関する研究はいくつか行わ
れているものの，これらの研究はセンター方向へ打球が
放たれることを想定しており，打球の回転については 2
次元的に（バックスピン・トップスピンのみ）しか検討
されていない．しかしながら，野球の試合において，打
者は試合の状況や投球されたボールのコースに応じてセ
ンター方向だけでなく，引っ張り方向（右打者の場合，レ
フト方向）や流し打ち方向（右打者の場合，ライト方向）
へボールを打ち分ける必要がある．
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た打球の飛距離について検討する場合，バックスピンや
トップスピンだけでなく，サイドスピンも含めた 3 次元
的な打球の回転を考慮する必要がある．Nakashima et 
al.（2018）は，フェア地域内の様々な方向に放たれた打
球について調べた結果，打球の左右の飛翔方向と打球の
サイドスピン成分との間には強い相関関係があり，引っ
張り方向には（上方から見て）反時計回り方向のサイド
スピン成分が，センター方向や流し打ち方向には（上方
から見て）時計回り方向のサイドスピン成分が加わって
いたことを報告している．また，流し打ち方向への打球
には特にサイドスピン成分が多く，引っ張り方向やセン
ター方向への打球に比べ，大きな横向きのマグナス力を
受けて飛翔軌道が変化するため，飛距離が短くなること
を報告している．このことから，流し打ち方向を含め左
右広角への打球の飛距離を増大するためには，ボールに
大きな速度を与えることに加え，打球のサイドスピン成
分を減らすことも重要であると考えられる．

しかしながら，野球においてサイドスピン成分を含め
た 3 次元的な打球の回転を決定するバットとボールの衝
突メカニズムは明らかにされていない．打球の 3 次元的
な回転に影響を及ぼす要因として以下の 3 つが考えられ
る．1 つ目は投球の回転，2 つ目はインパクト中のバット
の動き，3 つ目はインパクト時のバットの向きである．こ
のように打球の回転には複数の要因が影響を及ぼしてい
るため，実際に投球されたボールを打者が打撃したデー
タから特定の要因を抽出することは極めて難しいと考え
られる．そのため，これまでに 2 次元的な打球の回転に
影響を及ぼす要因を調べた研究においても，特定の要因
を取り除いた条件下で実験を行っている．例えば，
Kensrud and Smith（2013）は，ティー台に置かれたボー
ルをスイングマシンに打撃させ，スイング軌道の違いな
どが結果に及ぼす影響を取り除いた上で，インパクト位
置やスイング速度と打球の回転の関係について調べてい
る．また，Nathan et al.（2012）は，固定したシリンダー
に向けてピッチングマシンからボールを発射させ，イン
パクト中のバットの動きが結果に及ぼす影響を取り除い
た上で，ボールとバットの衝突位置と衝突後の打球の回
転の関係について調べている．

このように，3 次元的な打球の回転に影響を及ぼす要
因についても，いくつかの要因を取り除いた上でひとつ
ずつ明らかにしていく必要があると考えられる．2 次元
的な打球の回転を調べた先行研究において，投球の回転
が打球の回転に及ぼす影響は極めて小さいことが報告さ
れている（Nathan et al., 2012）．また，インパクト時の
バットとボールの接触時間は約 0.001 秒と非常に短い

（Cross, 2011）ことから，インパクト中のバットの動きが
打球の回転に及ぼす影響は比較的小さいと考えられる．
そこで本研究では，まずインパクト時のバットの向きが
打球の回転に及ぼす影響に着目する．

これまで，インパクト時のバットの向きは打球の飛翔
方向に影響を及ぼすことが報告されてきた．打球の左右
の飛翔方向は水平面内でのバット長軸の向きによって説
明される（McIntyre and Pfautsch, 1982）ことが多いが，
城所と矢内（2015）は，インパクト時にバットの投手側
の面がセンター方向あるいは引っ張り方向を向いていた
としても，流し打ち方向に打球が飛翔することがあると
報告している．これは，バットが円柱の形状をしている
ためである．一般に，ボールをインパクトするとき，バッ
トヘッドはバットグリップよりも下方に位置している．そ
のため，バットの投手側の面がセンター方向を向いてい
たとしても，バット短軸上の上側でインパクトした場合
には流し打ち方向に，下側でインパクトした場合には引っ
張り方向に打球が飛翔することとなる．このように，打
球の左右の飛翔方向は，水平面内でのバット長軸の向き
に加えて，バットの下方への傾斜角度の大きさ，バット
短軸上のボールのインパクト位置の 3 つの要素によって
決まる．このことは同一の方向に飛翔した打球であって
も，インパクト時のバットの向きは同一ではなく，複数
存在するということを意味している．

また，インパクト時のバットの下方への傾斜角度の大
きさは打球の回転にも影響を及ぼすと考えられている．
Adair（2002）は，ゴルフのスイングのようにバットを
下向きに大きく傾斜させて打撃したときの打球の回転は，
バットを水平に保って打撃したときとは異なると述べて
いる．実践現場においても，流し打ち方向へ打撃する際
に，サイドスピン成分が加わってしまうのはバットヘッ
ドが下方に傾斜しているからであると考えられている（池
田，2019）．このことから，インパクト時のバットの向き
が異なれば，同一方向へ飛翔した打球であっても，その
回転は異なると考えられる．しかしながら，実際にイン
パクト時のバットの向きが打球の回転に及ぼす影響につ
いて調べた研究は見当たらない．

打球のサイドスピン成分が最小化されるインパクト時
のバットの向きが明らかになれば，直線的に打球を飛ば
すことが可能となり，左右広角に飛距離の長い打球を放
つための重要な知見となることに繋がると考えられる．そ
こで本研究では，インパクト時のバットの上下方向の傾
斜が打球の回転に及ぼす影響を明らかにすることを目的
とした．
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2．方法

2.1．実験手順

本実験は 6 日間にわたり，屋内野球練習場にて行った．
エアー式ピッチングマシン（TOPGUN，共和技研社製）
から投射される硬式野球ボールを，固定した硬式用の竹
製バット（League Champ Bamboo，エスエスケイ社製，
長さ：0.84 m，質量：0.9 kg）に衝突させた（Figure 1）．
なお，使用したボールの表面には，回転を求めるための
約 100 個のデジタイズ用のマークを描いた．

ピッチングマシンは，発射口から固定したバットの芯
（バットヘッドからバットグリップに向かって 0.1–0.2 m
の間）までの距離が 2 m になるように設置し，両者の高
さが同じになるように調整した（Figure 2）．本実験では，
バットを固定しているため，バットは速度を持っていな
い．国際大会におけるトップレベルの選手の打撃を分析
した研究（森下ら，2012）によると，インパクト時のバッ
トスイング速度は約 150 km/ h（約 42 m/ s）にも達する
ことが報告されている．また，投手が投じるボールの速
度は 160 km/ h（約 44 m/ s）を超えることも報告されて
いる（Baseball Savant, online）．そのため，トップレベ
ルの試合でのバットとボールのインパクト時の相対速度
を想定し，本研究ではピッチングマシンの投球速度を
85–90 m/ s になるように設定した．また，投球の回転は，
投球方向に対してバックスピンになるように設定した．実
験に先立ち 20 球の投球の回転数を確認した．その平均値
は 22.1 ± 5.6 rps であった．

バットは，建築現場で作業するための足場用資材など
に使用される単管パイプで作成したフレームに固定した．
ボールが衝突する部分を避け，バットグリップからバッ

トヘッドに向かって約 0.05 m，0.2 m，0.35 m の 3 か所を，
クランプを用いてフレームに取り付けた．さらに，バッ
トとフレームの間には発砲ゴム素材の緩衝材を隙間なく
挟み込み，フレームにバット全体が固定されるように設
置した．このようにバット全体をフレームに固定したた
め，ボールが衝突することに伴うバットのしなりはほと
んどなかったものと考えられる．

バットの向きは以下の 6 つに調節した（Figure 3）．
（A）：バット長軸を水平にし，且つ投球に対して垂直な
状態から水平面内で 7.5 °（上方から見て反時計回りに）
回転させた，（B）：バット長軸を水平にし，且つ投球に
対して垂直にした，（C）：バット長軸を水平にし，且つ
投球に対して垂直な状態から水平面内で− 7.5 °（上方か
ら見て時計回りに）回転させた，（D）：バットヘッドを
バットグリップよりも 40 °下に傾斜させ，且つバット長
軸が投球に対して垂直な状態から水平面内で 7.5 °（上方
から見て反時計回りに）回転させた，（E）：バットヘッ
ドをバットグリップよりも 40 °下に傾斜させ，且つバッ
ト長軸を投球に対して垂直にした，（F）：バットヘッド
をバットグリップよりも 40 °下に傾斜させ，且つバット
長軸が投球に対して垂直な状態から水平面内で− 7.5  °

（上方から見て時計回りに）回転させた．（A）・（B）・（C）
をバット水平条件，（D）・（E）・（F）をバット傾斜条件
と定義した．なお，バット傾斜条件における傾斜角度は，
左右に鋭い打球が放たれた際のバットの動きを分析した
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Figure 1　Actual condition of the experiment
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Figure 2　Experimental setup (top view)
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研究（森下と矢内，2018）において，バットの傾斜角度
の最大値は 41.4  °であったと報告されているのを参考に，
40  °と決定した．

2.2．データ収集

バットとの衝突前後のボールの動きを，3 台の高速度
ビデオカメラを用いて，撮影速度 1000 fps，露光時間
1/ 10000 s で撮影した．

投球および打球の速度，打球の発射角度ならびにバッ
ト長軸上のボールのインパクト位置を算出するため，電
気 的 に 同 期 さ れ た 2 台 の 高 速 度 ビ デ オ カ メ ラ

（MEMRECAM MX，ナックイメージテクノロジー社製）
を使用した（Figure 2；Camera 1，Camera 2）．これら
のカメラは，バットを設置した位置からピッチングマシ
ンの方向を見て，右および左斜め前方に約 6 m 離れた地
点にそれぞれ設置した．実験に先立ち，3 次元空間を構
築するため，撮影範囲の 4 か所に 0.2 m ごとに色の異な
るキャリブレーションポールを順に立て，較正用の撮影
を行った．静止座標系は，固定したバットからピッチン
グマシン方向を Gy 軸，鉛直上方向を Gz 軸，Gy 軸と Gz
軸の外積方向を Gx 軸と定義した．なお，撮影範囲は，
Gx=0.9 m，Gy=0.9 m，Gz=0.8 m とした．

打球の回転を算出するため，1 台の高速度ビデオカメ
ラ（実験 1 日目から 3 日目：MEMRECAM HX-7S，ナッ
クイメージテクノロジー社製，4 日目から 6 日目：Fastec 
TS3，日本ファステックイメージング社製）を使用した

（Figure 2；Camera 3）．このカメラは，ピッチングマシ
ンの真後ろに，固定したバットから約 4.5 m 離れた位置

に設置し，打球の回転が大きく映るように画角を調整し
た．

2.3．データ処理

3 台のカメラで撮影した映像を動作解析ソフト（Frame-
DIAS Ⅴ，ディケイエイチ社製）を用いて分析した．

Camera 1 および Camera 2 から得られた映像から，
DLT 法により 3 次元座標を取得した．キャリブレーショ
ンの標準誤差は，6 日間の平均で Gx=1.3 ± 0.5 mm，
Gy=1.3 ± 0.5 mm，Gz=1.7 ± 0.5 mm であった．バット
とボールの衝突前後 5 コマのボール中心，衝突前のバッ
トヘッド，およびバットグリップ（バットヘッドからバッ
トグリップに向かって 0.3 m の位置に描かれたマーク）を
手動でデジタイズした．得られたボール中心の 3 次元座
標から，投球および打球の速度，ならびに発射角度（打
球上下角，打球左右角）を求めた．打球上下角は，打球
の初速度ベクトルと水平面とのなす角度とした．なお，打
球の初速度ベクトルが上向きの場合を正の値で示した．
打球左右角は，打球の初速度ベクトルを水平面に投影し
たベクトルと Gy とのなす角度とした．なお，上方から
見て Gy よりも打球の初速度ベクトルが反時計回り方向
を向いている場合を正の値として示した．また，バット
ヘッド，バットグリップ，およびボール中心の 3 次元座
標から，バット長軸上のボールのインパクト位置を算出
した．

Camera 3 から得られたバットとの衝突後のボールの
映像から，ボールの上下左右の端，およびボール表面の
マークを手動でデジタイズし，画面上での座標値を取得
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Figure 3　Bat angles and definitions of the groups
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した．その後，Jinji and Sakurai（2006）の方法を用いて，
打球の回転数および回転成分（バックスピン成分，スパ
イラルスピン成分，サイドスピン成分）を求めた．ここ
で得られた回転成分は静止座標系においての値であるた
め，Winter（2009）の方法を用いて以下の移動座標系に
変換を行うことにより，打球の飛翔した方向に応じた回
転成分を算出した．移動座標系は，打球の初速度ベクト
ルを Ly 軸，Ly 軸と鉛直上方向のベクトルとの外積方向
を Lx 軸，Lx 軸と Ly 軸との外積方向を Lz 軸と定義した．
なお，打球の回転数は回転軸周り，バックスピン成分は
Lx 軸周り，スパイラルスピン成分は Ly 軸周り，サイド
スピン成分は Lz 軸周りの 1 秒間あたりの回転数とした．

収集した全てのデータの内，以下の 2 つの条件を満た
した試技を分析の対象とした．1 つ目の条件は，バット
長軸上の芯（バットヘッドからバットグリップに向かっ
て 0.1–0.2 m の間）に衝突していることとした．バットの
芯の定義は，実際の打撃においてバットの芯の位置を定
量化した城所と矢内（2017）の研究を参考にした．2 つ
目の条件は，打球上下角が 0–60 °の範囲に収まっている
こととした．近年のメジャーリーグで集められたビッグ
データから，一定の打球速度を有し，打球上下角が 8–50  °
の範囲に飛翔した打球のほとんどが長打となっていると
報告されている（mlb.com, online）ことから，上下に約
10 °ずつ範囲を広げた 0–60 °の範囲に飛翔した打球を分析
対象とした．これらの条件を満たした全 82 試技，バット
水平条件 41 試技（A：18 試技，B：13 試技，C：10 試
技），バット傾斜条件 41 試技（D：14 試技，E：18 試技，
F：9 試技）を分析した．

2.4．統計処理

バット水平条件とバット傾斜条件の打球の回転を比較
する前に，実験条件に差がなかったことを確認するため，
バット水平条件とバット傾斜条件の投球速度を対応のな
い t 検定を用いて比較した．

先行研究において，打撃されたボールにはスパイラル
スピン成分はほとんど加わらないことが報告されている
ため（Sakurai et al., 2013, Nakashima et al., 2018），本研
究では両条件間の打球のバックスピン成分およびサイド
スピン成分を比較することとした．また，先行研究にお
いて，打球上下角とバックスピン成分，打球左右角とサ
イドスピン成分との間には相関関係があることが報告さ
れている（Nathan et al., 2012, Kensrud and Smith, 2013, 
Nakashima et al., 2018）．そのため，バット水平条件と
バット傾斜条件の打球の回転を比較する場合，打球の飛
翔する方向の影響を考慮する必要がある．そこで，まず

それぞれの条件において，ピアソンの積率相関を用いて
打球上下角とバックスピン成分，打球左右角とサイドス
ピン成分の関係を調べた．そして，それらの関係が条件
間で異なるかどうかを調べるため，得られた回帰直線の
傾きと切片の差の検定を行った．なお，本研究では，危
険率 5％未満を統計的に有意であると判定した．

3．結果

投球速度の平均値と標準偏差はバット水平条件が 88.4
± 1.5 m/ s，バット傾斜条件が 88.0 ± 1.2 m/ s であり，両
条件間に有意な差は認められなかった．

両条件を合わせた全試技の打球速度の平均値は 16.0 ±
3.1 m/ s であった．また，全試技の打球の回転の絶対値に
おける平均値は，回転数が 40.9 ± 17.3 rps，バックスピ
ン成分が 23.4 ± 12.7 rps，スパイラルスピン成分が 4.1 ±
3.5 rps，サイドスピン成分が 29.6 ± 18.8 rps であり，ス
パイラルスピン成分は，バックスピン成分やサイドスピ
ン成分に比べ小さい値を示した．

それぞれの条件における打球の発射方向（打球上下角，
打球左右角）を Figure 4 に示した．打球左右角とサイド
スピン成分の関係を Figure 5 に示した．バット水平条
件，バット傾斜条件ともに打球左右角とサイドスピン成
分との間に有意な相関関係が認められた（バット水平条
件：y=1.0768x–2.119，r=0.970，バ ッ ト 傾 斜 条 件：
y=1.1203x+4.7888，r=0.985）．また，得られた両条件の
回帰直線の傾きに有意な差は認められなかった．一方で，
切片には有意な差が認められた．打球上下角とバックス
ピン成分の関係を Figure 6 に示した．バット水平条件，
バット傾斜条件ともに打球上下角とバックスピン成分と
の間に有意な相関関係が認められた（バット水平条件：
y=0.693x–2.4623，r=0.915，バ ッ ト 傾 斜 条 件：
y=0.8599x–1.768，r=0.800）．また，得られた両条件の回
帰直線の傾きおよび切片に有意な差は認められなかった．

4．考察

4.1．本研究の実験設定について

本研究では，インパクト時のバットの上下方向の傾斜
が打球の回転に及ぼす影響を明らかにすることを目的と
し，長軸を水平にして固定したバット（バット水平条件）
と長軸を傾斜させて固定したバット（バット傾斜条件）
にピッチングマシンから投射されるボールを衝突させ，衝
突後の打球の回転を比較した．

はじめに，条件間の実験条件に差がなかったことを確
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Figure 4　Batted ball directions for each bat condition
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Figure 5　Relationship between horizontal batted ball angle and side spin
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Figure 6　Relationship between vertical batted ball angle and back spin
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認するため，投球速度を比較した．その結果，条件間に
有意な差は認められなかった（バット水平条件：88.4 ±
1.5 m/ s，バット傾斜条件：88.0 ± 1.2 m/ s）ことから，実
験は同一の条件下で行われたことが確認できた．

次に，固定したバットにボールを衝突させるという本
研究の実験設定について考察する．本研究ではトップレ
ベルの試合でのバットとボールのインパクト時の相対速
度を想定し，ピッチングマシンの投球速度を 85–90 m/ s
になるように設定した．しかしながら，バットが速度を
持っていないことから，両条件を合わせた全試技の打球
速度の平均値は 16.0 ± 3.1 m/ s と試合においては長打と
ならない低速な打球となっていた．一見すると，本研究
の実験設定が実際の打撃時のバットとボールのインパク
トとは大きく異なるのではないかと考えられる．そのた
め，本研究における実験設定が実際の打撃時のインパク
トを模擬できていたかどうかについて以下に検討する．実
際の打撃において，44 m/ s の投球（ボールの重量：
0.145 kg）を 42 m/ s のバットスイング速度（バットの重
量：0.9 kg）で打撃したと仮定すると，インパクト前の
運動量の総和は 31.42 kgm/ s となる．この条件下で運動
量が完全に保存されると仮定し，バットとボールのイン
パクト後の打球速度が実際の試合において長打となる
40–50 m/ s になったとすると，インパクト後のバットス
イング速度は 26.9–28.5 m/ s まで減少することになる．こ
のバットとボールのインパクトの現象をバットの視点か
ら見ると，インパクト前はボールが 86 m/ s で近づき，イ
ンパクト後は 11.5–23.1 m/ s で離れていくことになる．本
研究では，投球速度の平均値が約 88 m/ s，打球速度の平
均値が約 16 m/ s であった．バットの視点に立ってみる
と，実際の打撃とほとんど同じインパクトの現象が本研
究の実験においても起こっていたと考えられる．このこ
とから，本研究の実験設定は実際のバットとボールのイ
ンパクトを模擬できていたと考えられる．

4.2．打球の飛翔方向と回転について

まず，打球の飛翔方向について考察する．Figure 4 に
は，打球が飛翔した方向（打球上下角，打球左右角）を
示した．バット水平条件において，水平面内でのバット
長軸の角度が同一であれば，打球左右角はほとんど同じ
であり，打球上下角だけがばらついた．一方で，バット
傾斜条件では，打球上下角が大きくなるにつれて，打球
左右角はより小さくなった（流し打ち方向に飛翔した）．
Figure 4 の分布をみると，両条件の試技が重なり合って
おり，城所と矢内（2015）が報告している通り，インパ
クト時のバットの向きが異なっていても，同一の方向に

打球が飛翔することが確認できた．
Figure 4 の分布を細かく見ると，バット水平条件の打

球は全体的にやや引っ張り方向に偏って分布している．
この理由について以下に考察する．バット水平条件の（B）
において，打球左右角は 0 °になる（センター方向に飛翔
する）と予想されたが，約 10 °引っ張り方向に飛翔した．
これはバット長軸を投球に対して垂直に調節したことに
起因すると考えられる．バットはグリップからヘッドに
かけて徐々に太くなっていく形状をしており，本研究で
使用したバットの長軸上の芯（バットヘッドからバット
グリップに向かって 0.1–0.2 m の間）の投手側の面はバッ
ト長軸に対して約 2 °引っ張り方向を向いていた．さらに，
投球速度の平均値が約 88 m/ s であったのに対し，打球
速度の平均値は約 16 m/ s であったことから，反発係数
が低く，衝突後の打球の（バット長軸に対して垂直方向
の）速度が小さかったことが推察される．そのため，バッ
トの投手側の面に対する入射角に比べ反射角が大きく
なったと考えられる．投球速度と打球速度の平均値から
反発係数が 0.182 であったと仮定し，バットの投手側の
面が約 2 °引っ張り方向を向いていたとすると，打球は約
10 °引っ張り方向に飛翔することになる．また，同様の理
由から，その他の条件においても水平面内でのバット長
軸の角度から予想される打球左右角よりも，実際の打球
左右角が大きくなった（引っ張り方向に飛翔した）と推
察される．

次に，打球の回転に着目する．打球の回転の絶対値に
おける平均値は，バックスピン成分が 23.4 ± 12.7 rps，ス
パイラルスピン成分が 4.1 ± 3.5 rps，サイドスピン成分
が 29.6 ± 18.8 rps であった．実際に放たれた打球の回転
を調べた Nakashima et al.（2018）やテニスのサーブの
回転を調べた Sakurai et al.（2013）が，打撃されたボー
ルにはスパイラルスピン成分はほとんど加わらないと報
告しているように，本研究においてもバックスピン成分
やサイドスピン成分に比べスパイラルスピン成分は少な
かった．そのため，以下に条件間での打球のバックスピ
ン成分およびサイドスピン成分の違いについて検討する．

4.3．打球左右角とサイドスピン成分について

打球左右角とサイドスピン成分の関係について考察す
る（Figure 5）．Nakashima et al.（2018）は，打球左右
角とサイドスピン成分との間に有意な相関関係があった
ことを報告している．本研究においても，両条件ともに
打球左右角とサイドスピン成分との間に有意な相関関係
が認められた（バット水平条件：r=0.970，バット傾斜条
件：r=0.985）．
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得られた両条件の回帰直線の傾きの差の検定を行った
結果，有意な差は認められなかった．これは，両条件と
もに，打球左右角が大きくなるほど，サイドスピン成分
が増え，その増え方も同程度であったことを意味してい
る．ボールに回転が加わるメカニズムについて，テニス
におけるバウンド後の回転について説明している文献

（Cross and Lindsey, 2005）を参考に考察する．Cross and 
Lindsey（2005）によると，テニスボールがバウンドする
場合，ボールの地面と接触する点は摩擦により減速する
が，ボールの接触点の反対側（ボールの上部）は接触点
よりも減速しないため，回転が生じると説明している．こ
れを野球のバットとボールのインパクトに置き換えると，
ボールがバットに衝突したとき，ボールとバットの接触
点は摩擦によって減速する．一方で，接触点の反対側の
点の速度は接触点ほど落ちないため，ボールに回転が生
み出される（Figure 7a）．Figure 7a のように上方から見
てボールの中心よりも左側をインパクトした場合，打球
は右側へ飛翔し，時計回り方向に回転する．より左側を
インパクトすればするほど，打球はより右側へ飛翔し，接
触点からボール中心までのモーメントアームが長くなる
ため，より回転は速くなる．逆に，ボールの右側をイン
パクトした場合，打球は左側へ飛翔し，反時計回り方向
に回転する．以上のようなメカニズムでボールに回転が
加わるため，条件に関わらず，バットがボールをインパ
クトする位置によって，打球左右角とサイドスピン成分
の両方が決定されたと考えられる．

一方で，得られた両条件の回帰直線の切片には有意な
差が認められた（バット水平条件：− 2.119，バット傾斜
条件：4.7888）．これは，打球左右角が正の方向（引っ張
り方向）に打球が飛翔した場合，バット傾斜条件の方が

（打球方向に対する）サイドスピン成分が多く，打球左右
角が負の方向（流し打ち方向）に打球が飛翔した場合，
バット水平条件の方が（打球方向に対する）サイドスピ
ン成分が多かったことを意味している．この差はインパ
クト時のバットとボールの間に生じる摩擦力の違いによっ
て生じたと考えられる．バット傾斜条件において，打球
左右角が正の方向（引っ張り方向）へ打球が飛翔する場
合，バット短軸上の中心付近でボールをインパクトして
いることが推察される．一方で，打球左右角が負の方向

（流し打ち方向）へ打球が飛翔する場合，バット短軸上の
上部でボールをインパクトしていることが推察される．
バット水平条件においては，同一の打球左右角の打球で
あっても，バット短軸上のボールのインパクト位置は中
心付近から上部の間にばらついていると考えられる．
Nathan et al.（2012）は，固定したシリンダーにボール
を衝突させたときのボールの動きを調べた結果，バット
短軸上の上部あるいは下部の端でボールをインパクトし
た場合，ボールがバットの表面上を滑ることを報告して
いる．バット傾斜条件において，バット短軸上の上部で
インパクトした場合，上方から見ると Figure 7a で示し
た方向に，側方（バット長軸の延長線上）から見ると
Figure 7b で示した方向にボールが滑ることになる．そ
の場合，接触点を減速させる摩擦力が小さくなり，打球
の飛翔方向に対する回転数は少なくなると考えられる．
このように摩擦力の違いによって打球の飛翔方向に対す
る回転数が異なるため，バット傾斜条件はバット水平条
件に比べ，打球が引っ張り方向に飛翔した場合，（打球方
向に対する）サイドスピン成分は多くなり，流し打ち方
向へ飛翔した場合，（打球方向に対する）サイドスピン成
分は少なくなったと考えられる．
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Figure 7　Schematic diagram of the mechanism in which the bat imparts spin to the ball
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4.4．打球上下角とバックスピン成分について

打球上下角とバックスピン成分の関係について考察す
る（Figure 6）．Kensrud and Smith（2013）や Nathan 
et al.（2012）は，打球上下角が増大するのに伴い，バッ
クスピン成分も増大することを報告している．本研究に
おいても，両条件ともに打球上下角とバックスピン成分
との間に有意な相関関係が認められた（バット水平条件：
r=0.915，バット傾斜条件：r=0.800，Figure 6）．

得られた両条件の回帰直線の傾きおよび切片の差の検
定を行った結果，両者ともに有意な差は認められなかっ
た．これは，条件に関わらず，同程度の打球上下角であ
れば，同程度のバックスピン成分であったことを意味し
ている．しかしながら，Figure 6 を詳細に見ると，バッ
ト傾斜条件の（D）および（E）は，バット水平条件の回
帰直線の上側に分布しているのに対し，（F）は下側に分
布していた．このようにばらついた原因は，上述したサ
イドスピン成分の場合と同様に，バット短軸上のインパ
クト位置の違いによる摩擦力の違いにあると考えられる．
バット傾斜条件において，バット短軸上の中心でボール
をインパクトした場合，（D）では打球は上方に，（E）で
は打球は水平に，（F）では打球は下方に飛翔する（Figure 
8）．つまり，同一の打球上下角に打球が飛翔した場合，

（F），（E），（D）の順にバット短軸上の上部でボールを
インパクトしていたことが推察される．そのため，（D）
や（E）に比べ（F）では，Figure 7b で示した方向にボー
ルがバットの表面上を滑り，バットとボールの間に生じ
る摩擦力が小さくなったため，（打球上下角に対する）
バックスピン成分が少なくなったと考えられる．以上の
ことから，条件ごとに（打球上下角に対する）バックス
ピン成分に多少のばらつきが見られたと考えられる．

4.5．現場への示唆

本研究の結果から，実際の打撃場面を想定して，打者
がどの程度（打球方向に対する）サイドスピン成分を減
らせるかについて検討する．本研究ではバット水平条件
とバット傾斜条件で，40 °のバット長軸の傾斜角度の差を
つけたにもかかわらず，打球左右角とサイドスピン成分
における回帰直線の切片（打球方向に対するサイドスピ
ン成分）の差は 7 rps 程であった．実際の打撃時には投
球の高さやコースによって傾斜できるバット角度の範囲
はある程度制限される．同一の高さ，コースに設定した
ティー台に置かれたボールをセンター方向へ打撃させた
ときのバットスイングを分析した研究（光川ら，2018）
によると，インパクト時のバットの上下方向の傾斜にお
ける分析対象者間のばらつき（標準偏差）は± 5.8 °であっ
たと報告されている．そのため，同一の高さ，コースに
投じられた投球を同一の方向に打撃しようとした場合，調
整可能なバットの上下方向の傾斜角度の幅は 12 °程度で
あると考えられる．このことから，バットの上下方向の
傾斜を変えることにより，変化させられる回転数は 7 rps
よりもさらに少なくなると考えられる．これまで，実践
現場において，バットの傾斜角度が打球の回転に影響を
及ぼすと考えられてきたが（池田，2019），その影響は極
めて小さいことが示唆された．

次に，打者が意図的にわずかにでもサイドスピン成分
を減らすことにより，打球の飛距離を増大させられるか
について考察する．意図的にサイドスピン成分を減らす
ためには，バットとボールの間に働く摩擦力が小さくな
るようにバット短軸上の端でボールをインパクトする必
要がある．城所と矢内（2017）は，バットの短軸上の芯
の位置は中心から上部へ 0.39–2.46 cm の範囲にあると報
告している．このことから，（打球方向に対する）サイド
スピン成分が少なくなるようなバット短軸上の上部でイ
ンパクトされた打球の速度は小さくなると考えられる．さ
らに，打者が意図的にバットの向きを変えてサイドスピ
ン成分を変化させようとした場合，バット短軸上のわず
かなインパクト位置を調整しなければならないだけでな
く，スイングを開始するタイミングも調整する必要があ
る．その調整に捉われてしまうあまりバットスイング速
度を低下させてしまうリスクも考えられる．

以上のことから，打者が意図的に（打球方向に対する）
サイドスピン成分を減らし，飛距離を増大させようとす
ることは現実的ではないと考えられる．左右方向に放た
れた打球には必ずサイドスピン成分が加わり，横向きに
飛翔軌道が変化してしまうことは避けられないため，左
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Figure 8  Diagram of the bat angle in 40° tilted condition 
from side view and the batted ball direction after 
the ball impacts with the center of bat’s short 
axis.
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右広角に飛距離の大きな打球を放つためには，打球のサ
イドスピン成分を少なくすることよりも，大きなバット
スイング速度でボールをインパクトすることにより，打
球速度を大きくすることが重要であると考えられる．

5．結論

本研究では，野球におけるバットとボールのインパク
ト時のバット長軸の上下方向の傾斜が打球の回転に及ぼ
す影響を明らかにすることを目的とし，長軸を水平にし
て固定したバット（バット水平条件）と長軸を 40 °傾斜
させて固定したバット（バット傾斜条件）にピッチング
マシンから投射される 85–90 m/ s のボールを衝突させ，衝
突後の打球の回転を比較した．その結果，インパクト時
のバットの上下方向の傾斜は打球のサイドスピン成分に
影響を及ぼすことが明らかとなったが，バットの傾斜角
度の差が 40 °であるのに対して，打球のサイドスピン成
分の差は 7 rps 程度であった．実際の打撃場面を想定し
た場合，インパクト時のバットの向きは投球の高さやコー
スによってある程度制限されるため，打者が意図的にバッ
トの上下方向の傾斜角度を変えることにより制御できる
サイドスピン成分はほんのわずかであり，飛距離に影響
を及ぼすほどサイドスピン成分を変えることはできない
ことが示唆された．そのため，広角に長打を放つために
は，インパクト時のバットの向きを調整して打球の回転
を制御しようとするのではなく，打球の速度を高めるた
めに，バットスイング速度を増大させることに重点を置
くべきであることが示唆された．
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