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1 緒言 
野球の基礎はキャッチボールと言われるように、

投球動作は重要である。例えば、投手が打者に対し

て投げる「投球」や、野手や捕手が走者をアウトに

するために行う「送球」などは相手に得点を与えな

いためのディフェンスを構成している要素である。 
投球動作における、踏み込み足のインステップ・

アウトステップは指導時のチェック項目に挙げら

れることが多い。これは投球方向に正確にボールを

投げることが求められる、野球の特性からである。

ステップとは、投球動作中に踏み込み脚が地面に接

地する局面である。投手は打者に打たれないボール

コントロール、ボールスピードが要求される。同様

に野手は、捕球する野手が捕りやすく、次のプレー

に移行しやすいところに投げるコントロールと、素

早くアウトにできるボールスピードが要求される。 
投球動作をステップとの関係性で考えてみると、

一般にインステップは投球方向に対して、腰の可動

域が大きくなるためボールスピードが大きくなる

と言われている。しかし、投球方向に背を向ける時

間が比較的長くなり、投球方向を見る時間が少ない

ため、ボールコントロールが難しくなる。アウトス

テップは、身体が通常よりも開きやすいというデメ

リットがあるが、投球方向が見やすくなるためボー

ルコントロールが容易になるメリットがある。 
五百川らは、成長期の子供を対象としたインステ

ップ・アウトステップが投球動作に及ぼす影響につ

いて言及しているが、大学野球選手を対象とした研

究は見受けられない。 
そこで本研究は、大学野球選手においてインステ

ップ・アウトステップが投球動作にどのような影響

を及ぼすのかを検証することを目的とする。 
 
2 研究方法 
2-1 被験者 
被験者は茨城大学準硬式野球部右投げ野球部員

10 名(インステップ群 5 名、アウトステップ群 5 名)
とした。（ ）内は、年齢、身長、体重、経験年数

の平均値を示し、インステップ群（20.5 歳、170.25cm、

67kg、9.5 年），アウトステップ群（20 歳、171.25cm、

69.25kg、10.5 年）であった。 
2-2 測定方法・内容 
撮影は 12 月 8-9 日に，茨城大学体育実験室で行

った。 
投球動作の撮影には、被験者の左右前方に固定し

た高速度カメラ（CASIO 製 EX-F1；300fps）2 台

を使用した。 
床反力の計測には、床反力計（キスラー社製フォ

ースプレート、以下：FP）を用いた。 
被験者にはこの実験の概要を伝えた後、充分なウ

ォーミングアップを行わせ、5m 先に設置したネッ

トに向けて、セットポジションから 10 球の全力投

球を行わせた。このうち、球速の最も速い試技を分

析対象とした。 
ステップの判別には､非軸脚膝の最高到達時の身

体重心から投球方向を基準線とし、インステップは

踏み込み脚接地時の身体重心が基準線よりも右側

に偏位する者（インステップ群、以下：イン群）、

アウトステップは同様に左側へ偏位する者（アウト

ステップ群、以下：アウト群）の 2 群に分けた。 
2-3 実験座標系 
 被験者（セットポジション）の背面方向を X 軸

正、投球方向を Y 軸正、鉛直上方を Z 軸正とする

左手座標系を用いた。 
2-4 データ分析 
 被験者の左足離地から、ボールリリースまでを分

析対象とした。 
 投球動作の静止画のデジタイズには Ms-Free（作

者：福田宏）を用いた。 
 3 次元 DLT 法適用のため、垂直に保持した較正

器（0ｍ・1ｍ・2ｍにマークした長さ 2ｍの測量用

棒）を 4 ヶ所（計 12 点）で試技撮影前に撮影し較

正点とした。 
 床反力データは、チャージアンプ出力を A/D コ

ンバータを介してサンプリングレート 1000Hz で

PC に取り込み、鉛直上方力(Fz)を体重で正規化した。 
2-5 算出項目 
 投球動作の分析局面を、非軸脚の最大高到達時

（HK）、踏み出し脚接地時（FC）、投球腕最大外

旋時（MER）、ボールリリース時（BR）の 4 局面

とした。各局面における、1)骨盤回旋角度、2)体幹

回旋角度、3)体幹前傾角度、4)身体重心を求めた。 
2-6 算出方法 
1)骨盤回旋角度 

XY面に投影した両大転子を結んだ線とX軸との

なす角度。 
2)体幹回旋角度 

XY面に投影した両肩峰を結んだ線とX軸とのな

す角度。 
3)体幹前傾角度 
 両肩峰の中点と両大転子の中点のなす線をYZ面

に投影された直線と Z 軸とのなす角度。 
4)身体重心 
 阿江ら（1992）の身体部分係数を用いて，身体合

成重心を計算した。 
2-7 検定方法 

Microsoft Excel の t-検定を用いて、対応のない 2
群間の母平均の差の検定を行った。有意水準は 5％
とした。 
 

3 結果と考察 

3-1 各局面の算出項目の比較 

 まず、骨盤回旋角度は、HK（イン群 57°、アウ

ト群 17°）、FC（イン群-47°、アウト群-25°）、



MER（イン群-0.3°、アウト群-24°）、BR（イン

群 12°、アウト群-14°）であった。 
 次に、体幹回旋角度であるが、HK（イン群 73°、

アウト群 13°）、FC（イン群 65°、アウト群 11°）、

MER（イン群 9°、アウト群-12°）、BR（イン群

28°、アウト群 21°）であった。骨盤・体幹回旋

角度については双方ともに有意差はみられなかっ

たが、イン群のほうが高値を示す傾向がみられた。

HK でアウト群が低値を示していることから、試技

開始の左足の上昇運動局面から上肢が投球方向に

開いていたと考えられる。その後もアウト群の方が

小さい値を示しているのは、上肢が開いたまま BR
まで投球動作が行われていたことがうかがえた。 
体幹前傾角度については、HK(イン群-14.3°、ア

ウト群-7.7°)、FC（イン群-10.0°、アウト群 9.6°）、

MER（イン群-3.7°、アウト群 22.6°）、BR（イン

群 14.1°、アウト群 30.2°）であった。HK、MER、
BR で有意差はみられなかったものの、FC で有意差

(P<0.05)がみられた。体幹前傾角度では、常にアウ

ト群の方が高い値を示した。HK のときに両群とも

にマイナスの値が示されているのは、上肢が後ろに

傾いているからである。BR 以外の各局面において

イン群がマイナスの値を示しているのは、上肢を後

方に傾けていたほうが、回旋運動を促進して行いや

すいからではないかと考えられる。逆にアウト群が

プラスの値を示しているのは上肢を前方に傾けて

回旋運動の抑制を行っていたからではないかと考

えられた。 
3-2 身体重心の変位 

 

 

図 1 イン群・アウト群の身体重心の変位 

 

図 1 は、両群の身体重心の変位を表したグラフで

ある。身体重心の変位は、2 群間の FC、MER、BR
で明確な違いがみられた。HK は左足の上昇運動局

面なため、両群間に身体重心の明確な違いはみられ

なかった。 
イン群では軸足よりも正面方向に踏み込まれて

いるため、身体重心が HK よりも正面方向に移行し

ていた。FC 以降も身体重心は正面方向に移行し続

け、MER にＸの値が最大値を示した。MER 以降か

ら BR までの間は X の値は減少し続けた。これは

MER から投球方向にボールをコントロールして投

げるために、上肢の回旋運動の促進が生じ、身体重

心の X の値が減少したと考えた。 

 アウト群では、HK 以降、FC，MER、BR まで身

体重心の X の値が減少し続けた。HK の後、FC の

時に左足の位置が軸足よりも背面方向に踏み込ま

れるため、身体重心も背面方向に移行した。その後

も身体重心は背面方向に移行し続けるが、２名が

MER の時に身体重心が正面方向に移行する者がみ

られた。これは、投球方向にボールをコントロール

するために、上肢の回旋運動の抑制が行われたので

はないかと考えた。 
3-3 ステップ踏み込み力 

 本実験ではステップ踏み込み力を、FC における

鉛直方向の力(Fz)を、体重で除し床反力とした

(Fz/WE)。踏み込み脚が FP に示した、最大値を踏み

込みの力として算出した。 
FC から BR までの最大値は、イン群で 1.57±0.22

アウト群では、1.39±0.21 であった。この中でイン

群の中には 1.93 の被験者もみられた。 
 ここから考えられることは、アウト群は身体の移

動とともに踏み込み脚が開き、上肢、下肢とも正面

を向きながら移動する傾向にあった。そのときに軸

足に体重が残っていたため、踏み込み脚にかかる力

が小さくなったのではないかと考えられた。逆にイ

ン群においては、踏み込み脚の接地ぎりぎりまで上

肢、踏み出し脚の開きが見られず、投球方向に対し

横向きのまま移動していた。そうすることで踏み込

み脚が早く接地され、身体重心が正面方向に大きく

傾き、FC にアウト群よりも大きな力が発揮された

と推察される。 
 
4 まとめ 

ステップが投球動作に及ぼす影響について、身体

重心の変位に着目し、イン群とアウト群で比較検討

し、以下の結果を得た。 

1)ステップ踏み込み力の特徴  

床反力の鉛直方向(Fz)の力は、イン群が大きい傾

向を示したものの、有意差はみられなかった。 

2)各局面の回旋・前傾角度  

各局面において、骨盤・体幹回旋角度はイン群が

大きい値を示した。体幹前傾角度においてはアウト

群が大きい値を示した。 

3)身体重心の変位 

ステップにおいて、踏み込み脚接地時からボール

リリース時まで身体重心は、アウト群では左方向へ、

イン群 

では右方向への移動を続けた。 

体幹前傾角度の踏み出し脚接地時に有意差がみ

られた。しかし、球速、骨盤・体幹回旋角度では有

意差はみられなかった。 
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