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Abstract: The purpose of this study was to examine within-subject differences in bat-swing trajectory between 
intentional hitting towards the same field and towards the opposite field. 19 industrial league baseball batters and 
16 collegiate baseball batters performed same-field hitting (SH) and opposite-field hitting (OH). The movement 
of the bat during the swing was recorded with two high-speed cameras (1000 fps) for 3D analysis. At the instant 
of ball impact, the striking surface of the bat faced towards the same field in SH and towards the opposite field 
in OH. The bat-head trajectory immediately before impact was directed obliquely upward in SH, whereas it was 
directed obliquely downward in OH. Throughout the swing, the projection angle of the bat on the vertical plane 
was greater in OH than in SH, and the ratio of the translational component of the bat-head speed to the resultant 
bat-head speed was significantly greater in OH than in SH. These results suggest that the characteristics of the 
bat swing in OH provide a suitable impact condition to drive the ball towards the opposite field, as evidence has 
demonstrated that (1) a batted ball is likely to travel towards the opposite field when the lower half of the ball is hit 
by a vertically inclined bat, and (2) the striking surface of the bat is unlikely to turn to face towards the same field 
when the contribution to the resultant bat-head speed is generated more by the translational component of the bat-
head speed than by the rotational component.
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1．緒　言

野球の打撃では，試合の状況や対戦チームの守

備位置に応じて，意図した方向へ打球を放つこと

が求められる場面がある．そのため，打者は様々

な方向に打球を打ち分ける打撃技術を習得するこ

とが必要となる．一般にフェアグラウンドを 3 等

分した際，打者が立つバッターボックス側のフィ

ールドへ打球を放つことを「引っ張り」，その反

対のフィールドへ打球を放つことを「流し打ち」，

中央のフィールドに打球を放つことを「センター

返し」と呼ぶ．指導書には，引っ張りや流し打ち

といった左右方向への狙い打ちは，適時打を狙っ

て自由に打撃するよりも得点圏に走者を進める機

会を増やすことができ（アメリカ野球指導者協会，

2011，p.26），大量得点を奪取する確率を高める

攻撃法である（功力，1999，p.52）と記されてい

る．また，狙った方向に打球を放つ技術を習得で

きれば打率のアップが期待できると述べられてお

り（篠塚，2013），左右方向へ打球を打ち分ける

技術は，得点の多さで勝負が決する野球の試合に
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おいて重要な技術であると考えられる．

この打撃技術について一流の野球選手は，バッ

トスイングを開始するタイミングを変えること

や，バットの打撃面を狙った方向に向けることが

重要であると述べている（篠塚，2013）．また，

打球方向によって動作が異なり，流し打ちを行う

際はバットの先端をインコースからアウトコー

スに押し出すようにスイングすべきであるという

（古田，2010，pp.92-93；Williams and Underwood, 

1971, p.42）．静止したボールを左右様々な方向に

打撃した際の身体運動を分析した研究によると，

流し打ちは他方向への打撃に比べて，踏み込み足

の接地した時点からインパクトまでの期間を通じ

て体幹の角変位が小さい（所謂，体を開かない状

態にしている）ことや，バットのグリップエンド

寄りを把持する側の肘関節がより伸展位にあるこ

とが報告されている（田子ほか，2006）．投球さ

れたボールを対象にした研究では，流し打ちにお

ける身体運動を分析した研究（荒木ほか，2012）や，

打ち分けにおけるバットの運動に着目した研究が

行われてきた（McIntyre and Pfautsch, 1982；森下

ほか，2012）．荒木ほか（2012）の研究は，流し

打ちにおいてインパクト直前のバット先端の速度

（以下「ヘッド速度」と略す）が速い選手と遅い

選手の打撃動作を比較しており，速い選手はスイ

ング局面において捕手側の肩関節を屈曲する動作

が強調されていることやバットヘッドが捕手方向

を向いている付近において投手方向へのグリップ

エンドの速度が大きいという特徴があることを報

告 し た．McIntyre and Pfautsch（1982） は， ボ ー

ルとバットの衝突を水平面上で生じる 2 次元運動

として分析し，スイング時間とインパクト時にお

けるバットの打撃面の方向（バットの長軸を水平

面上に投影した角度：以下「バット水平角」と略

す）が，両条件で有意に異なることを報告した．

具体的には，引っ張りは流し打ちより 0.017 秒ス

イング開始のタイミングが早く，右打者の場合，

バットの打撃面をよりレフト側に向けた位置でボ

ールをインパクトしていることが示されている．

また，森下ほか（2012）は試合中の打撃において，

ヒットと記録され，かつスコアラーによって打球

速度が高いと判定された打球をレフト，センター，

ライトの方向別に分析し，インパクト時のバット

水平角が打球方向間で有意に異なることを報告し

た．これは，McIntyre and Pfautsch の結果と同様に，

インパクト時のバット水平角が打球方向を決定す

る重要な因子となることを示すものである．しか

しながら，ボールとバットの衝突を鉛直横断面で

観察すると，バットの打撃面は球面状になってい

ることから，左右への打球方向はバットの短軸上

の衝突位置の影響も受けることになる．城所・矢

内（2015）はこの影響に着目して，流し打ちにお

けるバットとボールの衝突およびその前後の運動

を分析し，右打者であればバットの打撃面がセン

ターやレフトの方向に向いたインパクトであって

もライト方向へライナーやフライを放つことが可

能であることを示した．ただし，バットの打撃面

をレフト方向やセンター方向に向けて放たれた流

し打ちは，ライト方向に向けて放たれた流し打ち

よりもバットがボールの下部に衝突しているとい

う．このことから，バットの打撃面が打球方向と

異なる打撃は，それらが一致する打撃よりも速度

の低い打球が飛翔する可能性が高くなると考えら

れる．したがって，打球の打ち分けを分析した先

行研究をまとめると，鋭い打球，すなわち野手の

間を抜けるような高速度のライナー・フライ性の

打球を左右方向に放つためには，スイング開始の

タイミングを変化させることによりバットの打撃

面を狙った方向に向け，バットとボールが正面衝

突するような軌道でスイングを行うことが重要に

なると推察される．

2 物体間に起こる衝突では，両物体の重心を結

ぶ線分と衝撃線が一致する直中心衝撃（ベアー・

ジョンストン，1996，pp.604-605）において最大

の撃力が作用することが知られている．この原理

をバットとボールの衝突に当てはめると，インパ

クト直前のボールの軌道とバットのスイング軌道

が一致し，かつこれらの軌道と衝撃線が一致する

場合に打球速度は最大化されることになる．これ

を支持する現象は，硬式野球のボールとバット

を 2 次元剛体としてモデル化した数値シミュレー

ションにおいて示されている（Watts and Baroni, 
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1989）．したがって，通常，投球されたボールは

落下しながらホームベース上を通過するため，高

速度の打球を放つためには，打者はインパクト直

前にバット先端（以下「バットヘッド」と略す）

の速度ベクトルを上方に傾けたスイング（以下「ア

ッパースイング」と略す）を行うことが重要にな

る．投球されたボールに対する打撃動作を分析し

た研究では，高速度で飛距離の長い打球が放たれ

た際のインパクト直前のバットヘッドの軌道は，

水平面と平行またはアッパースイングになってい

ることが報告されており（城所ほか，2011；及川

ほか，1996），実際の打撃においても上記を支持

する現象が確認されている．しかしながら，これ

らの研究は投球されたボール軌道とほぼ同一の軌

道に打球が打ち返されるセンター返しを分析対象

にしているため，投球と打球の軌道が大きく異な

る引っ張りや流し打ちにおいても同様の現象がみ

られるかは確認されていない．一方，試合中の打

撃動作を調査した研究では，長打が放たれた際の

インパクト直前のヘッド速度の方向は左右の打球

方向によって有意に異なり，引っ張りでは約 5°

上方に傾いており，センター返しでは約 3° 上方

に，流し打ちでは約 3° 下方に傾いていたと報告

されている（森下ほか，2012）．この結果は，引

っ張りから流し打ちの方向へ打撃するにつれて，

バットヘッドの軌道は徐々に下降方向へ変化する

ことを示しており，比較的高速度の打球や飛距離

の長い打球からなる長打の打ち分けにおいて，流

し打ち方向へ飛翔した打球ほど打球速度が最大化

されていない可能性や打球速度を最大化させるス

イングでなくとも長打を放つことができることを

示唆するものである．ただし，森下ほか（2012）

の研究は実際の試合における様々な選手の打席の

内，結果的に長打と記録された打席のみを分析対

象としていることから，各打球方向について分析

対象となった選手群が同一ではないことに加え，

各打撃における投球条件が異なっているという問

題がある．そのため，打球方向間で観察されたイ

ンパクト直前のスイングの特徴の差異が，投球条

件の差異やスイングの個人差によって生じた可能

性がある．

鋭い打球を放つための最適なインパクト条件に

ついては，バットに対するボールのインパクト

位置の変動が打球に与える影響をシミュレート

した研究（Sawicki et al., 2003；志村ほか，2012；

Watts and Baroni, 1989）やそれを実測した研究

（Cross and Nathan, 2006；城所ほか，2011）によ

って明らかにされてきた．先行研究が報告した主

な知見は，インパクト時のヘッド速度が大きいほ

ど打球速度が大きくなること，バット横断面の中

心から上下方向へ離れた位置でインパクトするほ

ど打球の速度は減少し回転数は増大すること，ボ

ール中心のやや下側をアッパースイングでインパ

クトすると打球飛距離が最大になるということで

ある．これらの知見はボールとバットの衝突を同

一平面（バット横断面）上で生じた運動として扱

った 2 次元分析による成果であるが，バット縦断

面上での運動を含めた 3 次元空間のどの方向に打

球を放つ際にも適用し得るものと考えられる．し

かしながら，打者が実際にそのようなインパクト

を行った際に，どのようにバットを移動・回転さ

せているかというスイングの過程はこれまで明ら

かにされていない．打者が打球の打ち分け技術を

習得・向上させるためには，バットが加速し始め

てからインパクトまでのスイング局面全体を通し

て，スイング軌道の変化を定量化した知見が必要

であると考えられる．そこで本研究では，同一投

球条件において，同一群が引っ張り方向と流し打

ち方向に鋭い打球を放った際のバットの運動を 3

次元的に比較し，左右方向に打球を打ち分けるた

めのスイング軌道の特徴を明らかにすることを目

的とした．

2．方　法

2.1	 被験者
被験者は東京六大学野球連盟に所属する選手

16 名と日本野球連盟に所属する社会人選手 19 名

の計 35 名（身長：1.77 ± 0.04 m，体重：79.7±5.8 

kg，年齢：23.1 ± 3.7 yr）であり，このうち右打

者が 16 名，左打者が 19 名であった．本研究は，

早稲田大学の人を対象とする研究に関する倫理委
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員会の承認を得た上で実施しており，被験者には

事前に本研究の目的および実験内容について十分

な説明を行い，書面によって実験参加に対する同

意を得た．

2.2	 データ収集
実験は 2 回に分けて行った．1 回目は大学生選

手を対象としたデータ収集を室内練習場で実施

し，2 回目は社会人選手を対象としたデータ収集

を屋外の野球場で実施した．被験者には十分なウ

ォーミングアップを行わせた後，ピッチングマシ

ンを用いた打撃を行わせた．ピッチングマシンは

ホームベースから正規の距離（18.44 m）離れた

位置に設置し，一定のボール速度で打者のストラ

イクゾーンの真ん中付近を狙って硬式野球ボー

ルを投射した．このとき，全試技において投球

の発射位置，発射角度が一定になるように設定

した．実際に投射されたボールの球速は 30.9±

0.7 m/s であり，日間差は 0.5 m/s であった．被験

者には硬式用木製バット（長さ：0.84 m，質量：

0.893 kg）を用いて，予め験者が指示した方向に

鋭い打球を放つように指示を与えた．なお，本研

究では鋭い打球のことを「高速度のライナー・フ

ライ性の打球」と定義した．打球方向はフェアグ

ラウンドを 3 等分し，被験者が立つ打席側のフィ

ールドを引っ張り方向，中心のフィールドを挟ん

で反対側のフィールドを流し打ち方向に分類し，

各方向への打撃を，それぞれ『引っ張り：Same-

field hitting，以下「SH」と略す）』と『流し打ち：

Opposite-field hitting，以下「OH」と略す）』と定

義した（Figure 1）．本研究では，指定したフィー

ルドに打球が落下し，かつ被験者の自己評価が最

も高い試技を成功試技とした．自己評価は鋭い打

球を打てたかどうかを 3 段階で評価するものであ

り，試技毎に回答させた．実験は，各被験者につ

き各方向に成功試技が 1 試技収集できるまで継続

した．成功試技が得られるまでに要した試行数は

SH が 8 ± 5 回，OH が 7 ± 4 回であった．

実験中のバットとボールの運動は，電気的に同

期された 2 台の高速度カメラ（Phantom Miro, Vi-

sion Research 社製）を用いて，撮影速度 1000 fps，

露光時間 200―300 ms，解像度 640 × 480pixel で

撮影した．撮影範囲を 3 次元空間として構築する

ため，実験前に 68 個のコントロールポイントで

構成される放射状の較正器をホームベース付近に

設置して撮影を行った．

2.3	 データ処理
各被験者の引っ張りと流し打ちの成功試技を

各 1 試技，計 70 試技（被験者 35 名× 2 試技）を

分析対象とした．各試技の分析範囲は，バット

のスイング開始からボール・インパクトまでと

した．スイング開始の定義については， ヘッド速

度の投手方向成分が 3 m/s を超えた瞬間（川村ほ

か，2008）や踏出し足に作用する地面反力が最大

に達した瞬間（川端・伊藤，2012），ヘッドスピ

ードが 1 m/s に達した瞬間（Horiuchi and Sakurai, 

2016）と定義されるなど，統一されていない．川

Figure 1  Definition of the direction of batted ball. 
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村ほかや Horiuchi and Sakurai の定義では，バット

ヘッドやグリップエンドを細かく動かしながらタ

イミングを取る被験者がいた場合，まだバットヘ

ッドの加速が始まらない時点がスイング開始時と

して算出されるため，本研究では阿江ほか（2014）

の方法を参考にバットヘッドとグリップエンドの

スピードの和が 5m/s 以上に達した時点のコマと

した．また，インパクト時は撮影した映像からバ

ットとボールの接触が最初に目視で確認された時

点の 1 コマ前とした．

ホームプレートの捕手側の頂点を原点とし，右

打席から左打席に向かう方向を XG 軸（内外角方

向），原点から水平面上でピッチングマシンに向

かう方向を YG 軸（前後方向），鉛直上方向を ZG

軸（上下方向）として基準座標系 RG（XG，YG，

ZG）を定義した．また，RG に対するバットの方

位を算出するために，バットのグリップエンド

からバットヘッドに向かう方向が XB 軸，ZG 軸と

XB 軸とを外積した方向が YB 軸，XB 軸と YB 軸

とを外積した方向が ZB 軸となるバット座標系 RB

（XB，YB，ZB）を定義した．RG から計測したバ

ットとボールの 3 次元座標を得るために，動作解

析ソフトウェア（Frame-DIAS V, DKH 社製）を用

いてデジタイズを行った．デジタイズポイントは

バットヘッドの中心，バットヘッドからグリップ

エンドに向かって 0.49 m 離れた位置に巻きつけ

たテープの中心，ボール中心の 3 点とした．マニ

ュアルデジタイズによるランダムノイズを低減す

るために，デジタイズは 1000 Hz で撮影した映像

の全コマについては行わず，3 コマ間隔をおいた

各フレームについて行った（250 フレーム /s）．

デジタイズによって得られた 2 次元座標データは

3 次スプライン関数により元の 1000 Hz のデータ

になるように補間した．デジタイズから得られた

座標は DLT 法を用いて 3 次元座標に変換した．

なお，本研究では全被験者のデータが右打者の打

撃動作とみなせるように，左打者の座標値につい

ては反転処理を行った．

バット座標は Winter（1990）の方法によって遮

断周波数（21.2―39.9 Hz）を決定し，4 次の But-

terworth digital filter で平滑化した．なお，ボール・

インパクトによるバットの急激なスピードの変化

が平滑化に及ぼす影響を最小限に抑える為，イン

パクト時のデータを基準に点対称に回転させたデ

ータをインパクト後の座標値として 20 コマ分外

挿した後に平滑化を行った（Smith, 1989）．

2.4	 算出項目
ピッチングマシンから投じられたボールが打球

方向間で統一されているかを確認するために，投

球の速度（Vpitched）と水平および鉛直方向の投射

角度（θH/pitched，θV/pitched）を算出した．インパクト

付近のバットの運動を分析するため，インパクト

直前のヘッド速度（Vhead）と水平面とバットヘッ

ドの速度ベクトルとのなす角度（スイング角度），

インパクト時のバットの水平面上の角度（バット

水平角，θH/bat）と鉛直面上の角度（バット鉛直角，
θV/bat）を算出した（Figure 2）．また，スイング開

始時のバット水平角とバット鉛直角，およびスイ

ング開始からインパクトまでの時間（スイング時

間，Tswing）についても算出した．これらの項目の

うち，投球の速度，投射角度，スイング角度，バ

ット角度（バット水平角，バット鉛直角）の算出

は，城所・矢内（2015）と同様の方法を用いた．

ヘッド速度（Vhead）は，バットの運動を並進運

動と回転運動に分けて考えることにより以下のよ

うに算出した．

Vhead ＝ uhead · VCG + uhead · Vhead/CG

このとき，uhead はヘッド速度の単位ベクトル，
VCG はバット重心の速度ベクトル，Vhead/CG はバッ

ト重心に対するヘッドの速度ベクトルを表してい

Figure 2  Definition of the bat angle.
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る．なお，インパクト付近のバットは高速に移動

しながら速度が上昇している局面であるため，イ

ンパクト時のヘッド速度は上式から求めたインパ

クト直前 3 コマの速度を平均することによって算

出した．スイング時間（Tswing）は，スイング開始

からインパクトまでのコマ数をカウントすること

によって算出した．また，打者の身体に対してど

の位置でボールをインパクトしているかを表すた

めに，スイング開始前（インパクトの 0.25 秒前）

における被験者の捕手側の足関節中心（軸足）に

対するインパクト時のボール座標を求めた．

打球方向の違いによるバットのスイング軌道を

比較するために，バット水平角を 45° ごとに区切

った時点（-180°，-135°，-90°，-45°）におけるバ

ット鉛直角，およびヘッド速度とそれを構成す

る並進成分（uhead・VCG）と回転成分（uhead・Vhead/

CG）の割合を算出した．ヘッド速度の並進成分と

回転成分の割合（%）は，当該時点における両成

分を同時点のヘッド速度で除すことによって算出

した．また，インパクト付近のスイング軌道を比

較するため，SH においては OH におけるインパ

クト時点でのバット水平角（平均値±標準偏差：

-14.6 ± 8.3°）と同等のバット水平角が記録された

瞬間（BIOH）について，同様の値を算出した（Figure 

3）．

2.5	 統計処理
投球速度，投射角度，インパクト直前のヘッド

速度とスイング角度，スイング開始時とインパク

ト時のバット角度，スイング時間，軸足に対する

インパクト時のボール座標は平均値±標準偏差，

および最小値，最大値で示した．これらの項目に

おいて打球方向間の違いを比較するため，対応の

ある t 検定を行った．

スイング局面の各時点におけるバット鉛直角，

ヘッド速度，およびヘッド速度の並進成分と回

転成分の割合は平均値±標準偏差で表し，2way-

ANOVA（打球方向：2 条件×バット水平角：5 時点）

を用いて比較した．交互作用および主効果が認め

られた項目には，ボンフェローニ法を用いて多重

比較検定を行った．なお，統計処理における有意

水準は全て 5% 未満に設定した．

3．結　果

Table 1 は SH と OH におけるボールとバットの

キネマティックデータ，および対応のある t 検定

の結果を示している．投球速度に条件間の差は認

められなかったが，水平方向と鉛直方向の角度に

は有意な条件間差が認められた（p ＜ .05）．イン

パクト直前のヘッド速度に条件間差はなかった

が，スイング角度には有意な条件間差が認めら

れ（p ＜ .001），SH は OH よりも水平面に対して

バットヘッドが上向きの軌道でインパクトを迎え

ていた．バット角度は，スイング開始時のバット

鉛直角に条件間差はなかったが，バット水平角

は OH の方が有意に小さく（p ＜ .001），バット

ヘッドが SH よりも投手側を向いた状態からバッ

トの加速が始まっていた．インパクト時における

バット水平角は，全ての SH 試技において正の値

（5.8―31.8°）でありバットの打撃面がセンターも

しくはレフト側を向いていたのに対して，OH は

-29.4―1.5° でありバットの打撃面をセンターもし

くはライト側に向けてインパクトしていた．この

とき，バット鉛直角は全試技において正の値であ

り，グリップエンドに対してバットヘッドが下方

に位置していたが，OH は SH よりもグリップエFigure 3  Definition of time points of the bat-swing phase. 
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Table 1  Mean values, standard deviations, minimum values and maximum values each parameter.  

Same-field hitting Opposite-field hitting
t-test

Mean ± SD Min. Max. Mean ± SD Min. Max.

Pitched ball

Vpitched [m/s] 30.8 ± 0.9 28.1 32.1 31.1 ± 0.7 29.4 32.4 ns

θH/pitched [°] 0.2 ± 1.4 -2.2 2.0 -0.1 ± 1.3 -2.4 1.7 *

θV/pitched [°] 4.3 ± 0.7 2.9 6.2 4.6 ± 0.6 3.1 5.8 *

Bat-swing

Vhead [m/s] 35.7 ± 1.7 32.4 39.1 35.3 ± 1.2 33.1 38.6 ns

θswing [°] 6.0 ± 3.9 -1.5 13.8 -2.9 ± 4.7 -12.1 5.5 ***

Tswing [s] 0.169 ± 0.017 0.145 0.214 0.157 ± 0.014 0.134 0.187 ***

Bat angle
at starting of

bat-swing

θH/bat [°] -221.1 ± 18.0 -268.9 -182.6 -226.5 ± 17.5 -270.1 -187.3 ***

θV/bat [°] -37.9 ± 9.3 -61.4 -19.9 -37.2 ± 8.9 -59.1 -15.4 ns

Bat angle
at ball impact

θH/bat [°] 18.4 ± 6.7 5.8 31.8 -14.6 ± 8.3 -29.4 1.5 ***

θV/bat [°] 21.1 ± 5.5 10.8 32.1 26.6 ± 6.9 12.4 41.4 ***

Impact point to 
pivot foot

XG-coordinate [m] 0.79 ± 0.09 0.54 0.95 0.92 ± 0.10 0.75 1.19 ***

YG-coordinate [m] 1.05 ± 0.11 0.79 1.28 0.67 ± 0.13 0.39 0.93 ***

ZG-coordinate [m] 0.80 ± 0.12 0.60 1.07 0.74 ± 0.14 0.42 1.05 **

*: p < .05, **: p < .01, ***: p < .001, ns: no significant difference

ンドに対するバットヘッドの位置が有意に低かっ

た（p ＜ .001）．スイング時間について有意な条

件間差が認められ（p ＜ .001），SH は OH よりも

0.012 秒長かった．軸足に対するインパクト位置

は，全ての方向において有意な条件間差が認めら

れ（XG，YG 成分：p ＜ .001，ZG 成分：p ＜ .01），

XG 成分（内外角方向）をみると，OH は SH より

も外角でインパクトしていた．また，YG 成分（前

後方向）と ZG 成分（上下方向）は SH の方が大

きく，SH は OH よりも投手側かつ高めでインパ

クトを迎えていた．

Figure 4，5 は，スイング局面の各時点におけ

るバット鉛直角，およびヘッド速度とそれを構成

する並進成分と回転成分の割合を示している．

2way-ANOVA の結果，バット鉛直角は打球方向

とバット水平角の要因間に交互作用がみられ（p 

＜ .001），事後検定において，バット水平角が

-135°以降において条件間に有意な差がみられた

（p ＜ .001）．また，両条件ともインパクトに向

けてバット鉛直角が有意に増加した（p ＜ .001）

（Figure 4）．ヘッド速度は両要因間に有意な交互

作用がみられ（p ＜ .001），事後検定の結果，全

てのバット水平角の局面で OH の方が SH よりヘ

ッド速度が高く，打球方向に依らずヘッド速度は

インパクトまで有意に増加した（p ＜ .001）（Figure 

5a）．ヘッド速度の並進成分と回転成分の割合は，

どちらも交互作用はなく，打球方向とバット水

平角に主効果が認められた（打球方向：p ＜ .01，

バット水平角：p ＜ .001）．事後検定の結果，バ

ット水平角が -135° 以降は，並進成分の割合は有

意に増加し，回転成分の割合は有意に減少した（p 

＜ .001）（Figure 5b, c）．

Figure 4 Changes in the vertical angle of the bat during 
batting.
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4．考　察

本研究の目的は，引っ張り（SH）と流し打ち

（OH）の打撃動作を比較し，鋭い打球を左右に打

ち分けるためのスイング軌道の特徴を検討するこ

とであった．熟練した打者に打ち分けを行わせた

結果，SH は OH よりもインパクト直前のスイン

グ角度が大きく，バットの打撃面がセンターもし

くはレフト側を向いてインパクトしていた．また，

スイング局面の各時点において，OH は SH より

もグリップエンドに対するバットヘッドの位置が

低く，ヘッド速度の並進成分の割合が大きいスイ

ングであった．これらのバットのスイング特性か

ら，左右方向へ鋭い打球を打ち分けるためには，

スイング局面を通してバットを移動・回転させる

方法を変化させていることが示唆された．

本研究の実験設定（マシン打撃）において，条

件間で完全にコントロールできなかった因子（投

球コンディションや打者が打撃したボールのコー

ス）が研究結果に及ぼす影響について考察する．

まず投球コンディションについて検証する．SH

と OH で比較すると，投球スピードに有意差はな

かったが，投球の水平方向と鉛直方向の角度は

それぞれ有意に異なっており，OH の方が SH よ

りもボールの飛翔軌道が内角から外角の方向に，

そして下方向への傾きが大きかった（Table 1）．

しかしながら，両条件の投射角度の差は水平方

向，鉛直方向ともに平均で 0.3° と非常に小さく，

投射角度の範囲は水平方向（SH：-2.2―2.0°vs. 

OH：-2.4―1.7°）， 鉛 直 方 向（SH：2.9―6.2°vs. 

OH：3.1―5.8°）共に概ね重なっていた．さらに，

本研究の分析精度（デジタイズの再現性）を検証

したところ，水平方向と鉛直方向ともに平均 0.4°

の誤差が見込まれることが確認された．したがっ

て，両条件の投射角度に統計的な有意差は認めら

Figure 5 Changes in the bat-head speed, the ratio of translational and rotational components to the bat-head 
speed during batting.
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れたものの，この差が物理的な意味を持つ条件間

差を示すエビデンスとは言い難く，本研究におい

て観察された打撃技術（打球を左右に打ち分ける

際のスイング技術の特徴）に影響を及ぼしたとは

考えにくい．次に，打者が打撃したボールのコー

スについて検証する．捕手側の足関節（軸足）に

対するインパクト位置は全ての成分が有意に異な

っており，SH は OH よりも投球コースが内角寄

りかつ上方であり，投手寄りでインパクトを迎え

ていた（Table 1）．本研究では被験者に対して打

撃時における軸足の位置に特別な指示を与えなか

ったが，基準座標系からみた軸足の位置を算出し

たところ，SH の方が OH よりも平均で 0.08m ホ

ームベースに近付いていたことが確認された．

インパクト位置の YG 成分（前後方向）の違いは

McIntyre and Pfautsch（1982）の報告と同様の結

果であった．これらのデータは，両条件でピッチ

ングマシンの設定を一定にしていたものの，打者

が打ち分けを行いやすい投球コースを選択的に打

撃していたことや，ピッチングマシンから投じら

れたボールが打ち分けやすいコースとなるよう，

打席に入った際の立ち位置そのものを変化させて

いたことを示すものと考えられる．打球の打ち分

けに関して指導現場では，投球コースによって前

後方向のインパクト位置を調節することが推奨さ

れており，内角に投じられたボールは前方（投手

寄り）でインパクトすることにより引っ張り方向

へ，外角に投じられたボールは後方（捕手寄り）

でインパクトすることにより流し打ち方向へ打球

を放つことが通常の打撃であるとされている（ア

メリカ野球指導者協会，2011，pp.27-28；古田，

2010，p.25）．このことから，インパクト位置や

軸足の位置にみられた差異は，験者の指定した方

向へ打球を放つために各打者が行った微調整を示

すものと推察される．したがって，両条件のスイ

ング特性にはインパクト位置の差異を生じさせた

原因や差異によってもたらされた影響も含まれる

ことになるが，本研究ではそれらを含め打ち分け

るための通常打撃の特性とみなして考察を進める

こととする．また，本研究は予め被験者に打球方

向を指定して打撃を行わせたため，打球方向を指

定しない打撃（自由打撃）とは異なる結果が得ら

れた可能性がある．自由打撃では投じられたボー

ルのコースを確認してからスイング軌道が調整さ

れることが予想されるため，打球方向を指定した

打撃のようなスイング開始前からの微調整は行わ

れていないと考えられる．また，自由打撃はスイ

ング開始のタイミングの違いによって狙った方向

とは逆方向に打球が飛翔することもあるため，本

研究結果は打者が意図した方向に打球を放つ際に

限定された特徴として解釈する必要があろう．

インパクト直前における両条件のバットのヘッ

ド速度は同程度であったが，スイング角度は SH

（6.0 ± 3.9°）の方が OH（-2.9 ± 4.7°）よりも大き

く（Table 1），SH はインパクトに向かってバット

ヘッドが上昇する軌道（アッパースイング）であ

ったのに対して，OH は下降する軌道（ダウンス

イング）であった．ボール・インパクトの数値シ

ミュレーションを行った Sawicki et al.（2003）の

研究では，打球の飛距離にはヘッド速度が最も強

く影響し，約 9° のスイング角度でインパクトす

ることによって飛距離を最大化できることを報告

している．また，ピッチングマシンから投じられ

るボールをセンター方向に打ち返す際の打撃動作

を分析した城所ほか（2011）の研究も Sawicki et 

al. の報告と類似した結果を報告しており，打球

飛距離を伸ばすにはヘッド速度を高め，アッパー

スイングでインパクトすることが重要であること

を示している．これらの知見を踏まえると，SH

は OH よりも打球飛距離が大きくなりやすいスイ

ング軌道でインパクトを迎えられていると考え

られる．実際，メジャーリーグの 2015 年シーズ

ンでは，右打者が放った本塁打の総数（2867 本）

に対してレフト方向へ放たれたのは 66%（1902

本）を占めており（Baseball savant, online），この

成績は上述した考察を裏付けるものと言える．長

打になるような鋭い打球の特徴の 1 つである打球

速度の大きさは，インパクト直前にボールとバッ

トヘッドが並進運動をしており，双方の軌道が同

一直線上に並んだ条件下で衝突した場合に最大化

される．先行研究によると約 30 m/s で投球され

たボールは，インパクト直前，水平面に対して下
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向きに 5° 程度落下しながら並進運動しているこ

とが示されている（城所ほか，2011；城所・矢内，

2015）．打者がこのような軌道のボールに対して

飛距離の長い打球を放つには，打球方向に関係な

く，インパクト直前のバットヘッドがボールの進

行方向と一致するような水平面に対して上向きの

軌道（アッパースイング）でインパクトすること

が重要となる．しかしながら，本研究結果は森下

ほか（2012）の報告と同様に，SH はアッパース

イング，OH は水平面に平行なスイングまたはダ

ウンスイングが行われており，OH は飛距離の長

い打球を放つための理想的な軌道でインパクトを

迎えられていなかったことが示された．両条件の

スイング角度が異なった要因の 1 つには，SH が

OH のバットヘッド軌道の延長線上でインパクト

していたことが推察される．スイング軌道の典型

例を側方（YG-ZG 平面）からみてみると，インパ

クト付近のバットヘッドは両条件ともに下に凸

の 2 次曲線のような軌道を辿っており，SH は曲

線の頂点を過ぎた直後で，OH は頂点付近でイン

パクトを迎えていることが観察された（Figure 6

右）．両条件でバット水平角が等しくなる時点に

おいて，バットヘッドの曲線軌道が類似している

かを確認するため，BIOH におけるスイング角度

を比較したところ有意な差は認められなかった

（SH：-2.6 ± 4.0°，OH：-2.9 ± 4.7°，p ＝ .528）．ま

た，インパクト時のバット水平角に約 30°の条

件間差が観察されたが，OH のインパクト直前の

ヘッド速度（約 35 m/s）を維持したままバットを

水平回転させると仮定すると，30° 回転するのに

約 0.013 秒の時間が必要となる．この時間は，本

研究で算出した両条件のスイング時間の差（0.013

秒）と一致していたことから，主に両条件のバ

ット水平角の違いに起因したものと言える．BIOH

において両条件のスイング角度がほぼ同程度であ

ることも踏まえると，両条件のバットヘッドが最

下点付近を通過する際の軌道は極めて類似してお

り，SH は OH の軌道の延長線上でインパクトを

迎えている可能性が高い．両条件のバットヘッド

軌道が類似しているということは，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

せるタイミングが僅かに変化することによって，

前後方向のインパクト位置が変化することに繋が

る．これにより，インパクト直前のヘッド速度の

方向も変化するため，両条件のスイング角度が異

なったと推察される．

スイング局面の各イベントにおけるバット鉛直

角は，-135° から BIOH まで OH の方が大きかった

（Figure 4）．これは，OH の方がグリップエンド

に対するバットヘッドの相対的な位置が低い（バ

ットヘッドを下方に倒した）スイングであったこ

とを意味する．流し打ちのインパクトメカニズム

を分析した城所・矢内（2015）は，バット長軸が

水平面と平行でない場合（θV/bat ≠ 0），バットの

下向き傾斜とボールの下部を打撃することの相互

作用によって，バットの打撃面をライト方向に向

けなくても流し打ちが可能であることを報告して

いる．また，バット水平角が一定の場合，バット

の下向き傾斜が大きく，ボールの下部への打撃位

置が低いほどライト方向に打球が放たれることを

示している．先行研究の結果から本研究結果が生

じた要因を考えると，打者は OH を行う際，スイ

ング局面の早い段階からバットヘッドを SH より

も下方に倒してスイングすることで，インパクト

においてライト方向に打球が放たれやすいコンデ

ィションを作り出していたと推察される．しかし

ながら，OH は SH よりもインパクト位置が有意

に低かった（Table 1）ことから，両条件のバット

鉛直角の違いは打球方向ではなくインパクト位置

の高さ（Figure 7）に起因している可能性がある．
Figure 6 Typical bat-swing trajectory from the time of swing 

start to the ball impact of SH and OH.
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実際にインパクト時におけるバット鉛直角とイン

パクト位置の高さとの相関関係を調べてみると，

両条件ともに有意な負の相関が認められ（SH：r

＝ -.752，OH：r ＝ -.773，p ＜ .01），インパクト

位置が高いほどバット鉛直角が小さくなるという

関係がみられた（Figure 8）．そこで，両条件のバ

ット鉛直角が同じ高さでインパクトした際でも流

し打ちの方が大きくなるかどうかを検証するため

に，インパクト位置の高さを共変量としてその影

響を統制した共分散分析を行った．その結果，イ

ンパクト時のバット鉛直角は両条件で有意な差が

認められ（p ＜ .01），同じ高さでインパクトした

際のバット鉛直角は OH の方が SH よりも 3.2° 大

きいことが示された．これは，バットの下方への

傾斜角度がインパクト時のボールの高さに関係な

く OH の方が大きかったことを表している．以上

のことから，打球を打ち分けるためのスイング軌

道は打球方向によって異なっており，打者はスイ

ング局面の前半からグリップエンドに対するバッ

トヘッドの高さを調整することによって打ち分け

を可能にしていたと推察される．

バットのヘッド速度は，全てのイベントで OH

の方が SH よりも高かった（Figure 5a）が，これ

はスイング開始時のバット水平角が OH の方が小

さかったこと（Table 1）が関係すると考えられ

る．両条件のスイング軌道を打者の頭上から観察

すると，OH は SH よりもバットを時計まわりに

回転させた位置からスイングが開始されており

（Figure 6 左），被験者 35 名中 32 名がこのパター

ンに該当していた．これらのことは，OH は SH

よりもスイング開始時から各イベントまでのバッ

ト水平角の角変位が大きいことを示している．す

なわち，OH はバットヘッドの加速距離が長くな

ったことに起因して，スイング局面全体で SH よ

りもヘッド速度が高くなったと考えられる．ヘッ

ド速度を構成する両成分の割合をみると，両条件

ともにスイング局面が進むにつれて並進成分が

増加し，回転成分が減少しており（Figure 5b, c），

BIOH において並進成分はヘッド速度の約 7 割を

占めていた．ティー打撃でセンター返しを行った

際のヘッド速度が生み出される力学的要因を分析

した研究（森下ほか，2015）によると，インパク

ト時のヘッド速度の 70% が並進運動による速度

で，25% が回転運動による速度であり，それぞれ

の速度は打者の両手部がバットに加えた力とトル

クによって生み出されていることが報告されてい

る．ヘッド速度の並進成分はバットの並進運動に

よってもたらされるヘッド速度を示し，回転成分

はバットの重心まわりの回転運動によってもたら

されるヘッド速度を示すものである．つまり，本

研究で算出したヘッド速度を構成する両成分の割

合は，先行研究で算出された割合と極めて類似し

Figure 7 Impact point relative to pivot foot viewed from 
YG-ZG plane.

Figure 8 Relationships between height of impact point and 
vertical angle of the bat at ball impact.
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ていることが分かる．しかしながら，両成分には

SH と OH の間で統計的に有意差が認められてお

り，SH の方が OH よりも並進成分が小さく，回

転成分が大きいという結果であった．ヘッド速度

を構成する両成分の割合にこのような条件間差が

みられたことは，SH は OH よりもバットの並進

運動を抑制し，回転運動を促進させることによっ

てバットヘッドを加速させている，もしくは OH

がその逆の方法でバットを加速させていることを

示唆している．また，スイング開始からインパク

トまでのバット水平角の変化量を両条件で比較す

ると，SH が 239.5 ± 19.3°，OH が 211.9±19.0° で

あり，約 30° の違いがみられた．左右方向に打球

速度の高い打球を放つには，バットの打撃面を狙

った方向に向けてインパクトすることが重要であ

る（城所ほか，2013）．そのため，両条件のヘッ

ド速度を構成する成分の違いは，打者がバットの

打撃面の向きを 30° 程度調節するために生じたも

のと考えられる．

本研究で明らかにした特徴を有するスイングを

実践する方法について，バットに作用した力とモ

ーメントの役割を分析した先行研究を参考に考察

する．バット鉛直角の変位は，両手部がバット

に加える力（合力）が発生させるバット重心ま

わりのモーメントによって生み出され（森下ほ

か，2015），両手部がバットに加えた偶力による

フリーモーメント（トルク）によってバットヘッ

ドがグリップエンドよりも低くなり過ぎないよ

うに調整されていることが報告されている（小

池・阿江，2012，森下ほか，2015）．このことか

ら，OH を行うには両手部のトルクによってバッ

トヘッドを上方へ持ち上げる回転効果を抑制する

ことにより、バットヘッドの下方への傾斜角を大

きくしておくことが大切であると考えられる．ま

た，バットヘッド側の手部はバットヘッドの進行

方向に，グリップエンド側の手部はその逆方向に

力を加えており（小池・阿江，2012），この偶力

による効果と両手部がバットに加えたフリーモー

メントの和によってバット水平角の角変位が生み

出されると報告されていることから（森下ほか，

2015），OH を行うにはグリップエンド側の手部

でバットヘッドの進行方向に力を加えるようにス

イングすることで，バットの水平回転を抑制する

必要があると考えられる（Figure 9）．なお，「バ

ットヘッドの進行方向に力を加える」という考察

は，緒言で示した指導書（古田，2010；Williams 

and Underwood, 1971）の記述（「バットの先端を

インコースからアウトコースに押し出すようにス

Bat-head velocity 
to grip-end (VBH/GE)

Moment of 
resultant force 

Resultant 
force e VBH/GE

component of 
resultant force 

Center of 
gravity of bat

Figure 9 Way to enable Opposite-fi eld hitting.  Because of the bat-head velocity 
to the grip-end (VBH/GE) component of the resultant force, it is possible to 
encumber the horizontal rotation of the bat to the pitcher direction resulting 
from the moment of resultant force.
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イングすべきである」）と同義であると考えられ

るため，本研究で考察した方法は現場における指

導方法を支持するものである．OH を練習する際

にこれら 2 項目を実践することにより，流し打ち

方向へ鋭い打球を放つ確率を高められると考えら

れる．ただし，同方向へ飛距離の長い打球を放つ

には，上記の方法に加えて，バットヘッドが上昇

中にインパクトが迎えられるようにスイング軌道

を調整することが必要になろう．

5．結　論

意図した方向に鋭い打球が放たれた際のバット

の運動を引っ張りと流し打ちで比較した結果，両

条件はインパクト時にバットの打撃面が狙った方

向に向いているだけではなく，引っ張りはアッパ

ースイング，流し打ちはダウンスイングでインパ

クトを迎えていることが示された．また，両条件

はスイング局面を通して，バット鉛直角およびバ

ットのヘッド速度を構成する並進・回転成分の割

合が異なることが明らかとなり，流し打ちは引っ

張りよりもグリップエンドに対するバットヘッド

の位置が低く，ヘッド速度の並進成分の割合を大

きくしてスイングを行うことで，インパクトにお

いて流し打ち方向へ打球が飛翔しやすいコンディ

ションを作り出していることが示された．
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