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1．緒言
野球の投手は、打者を抑えることを目的として、
さまざまな球種を投げる必要がある 1)。そのため、
各球種の投球動作のメカニズム解明は選手や指導
者にとって有益な情報になりうる。
ストレートとカーブの投球動作の比較研究では、
リリース前後において前腕の回外動作 2）、回外肢位
の維持 1）3）、回内動作 3）等に関する報告があり、
カーブのメカニズム解明は進んでいる。 しかし、
カーブと同方向（捕手から見て右方向（以下右方
向）
）へ変化するスライダーに関する研究は少なく、
その中でも、リリース前後の前腕の回内・外動作
に着目した研究は見当たらない。そこで、本研究
はストレートとスライダーにおけるリリース前後
の前腕の回内・外動作に着目し、スライダーとい
う球種の投球動作、特に投球腕のメカニズム解明
を目的とした。
2．研究方法
2-1 研究対象
茨城大学硬式野球部右投げ投手 3 名、準硬式野
球部投手 2 名を被験者とした。投法は、リリース
時に肘が肩より上方に位置する投法に限定した。
尚、本研究では、被験者への身体的特徴、スラ
イダーの変化の方向及びスライダー投球時の意識
に関する聞き取り調査を行った。聞き取り調査の
結果と試技投球の変化方向から見て、被験者 A、B
は横群、被験者 C、D は斜め群、被験者 E は縦群
とした(表 1)。
表 1 被験者の身体的特徴
被験者

身長

体重

(cm)

(kg)

競技歴
(年)

スライ
ダー(歳)

変化
方向群

A
175
85
13
14
横
B
178
66
9
18
横
C
176
70
9
17
斜め
D
178
72
10
15
斜め
E
175
75
11
16
縦
（スライダーはスライダー投球開始年齢を表す）
2-2 撮影試技及び撮影方法
撮影は、茨城大学野球場のマウンドを使用した。
3 次元動作分析のため 2 台のハイスピードカメラ
（CASIO 製 EX-F1）を被験者の正面（3 塁側）の
左側と右側の位置に固定し(図 1)、3 次元 DLT 法適
用のため、較正器を運動範囲 6 か所で試技に先立
ち撮影した後、各試技を撮影した。尚、撮影条件
は 300 フレーム/秒、シャッタースピード 1/1000 秒
とした。
被験者には、ストレート 5 試技、スライダー5 試
技の計 10 試技を行わせた。成功試技は、ストレー
トはストライクのみ、スライダーは、ストライク
及び打者がスイングする可能性のあるボールの両
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図 1 実験の概要
方を採用した。
分析点は、右肩峰、右肘関節中心、右手関節中
心、右上腕マーカーの両端、右手背マーカーの両
端、ボールの 8 点とした。
2-3 実験座標系
3 次元実験座標は、右手系を用い、被験者の右前
方を原点とした(図 1)。
2-4 分析方法
撮影した映像を、Quick Time Player（Apple 社製）
を使用し AVI 形式に変換後、Motion Viewer Free（フ
ィジカルソフト社製）を用い、8 点の分析点のデジ
タイズを行った。その後、2 台のカメラの較正器及
びデジタイズデータから、
3 次元 DLT 法を用いて、
3 次元座標を算出した。
2-5 算出項目
リリース時及びリリース後のボール速度は、リ
リース時及びリリース後 3 コマ目を基準として、
前後 2 フレームから平滑化微分法を用いて求めた。
リリース位置は、リリース時のボール中心の座標
とした。肘の空間角は、ベクトルの内積を用いて
算出した。解剖学的関節角度は、自作ソフト
(UE3.exe：作者：富樫泰一)を用いて、上腕に対す
る前腕の長軸周りの回転量(回内・外角)を算出した。
尚、ストレート・スライダーともに、1 試技目のみ
を分析対象とした。
各被験者のストレートとスライダーの 5 試技の
平均値の差の検定には、対応のある t 検定を用いた。
また、全被験者のスライダー試技における各項目
の相関を明らかにするため、ノンパラメトリック
検定を行ない、2 変量の相関を求めた。尚、有意水
準は 5%とした。
3. 結果と考察
3-1 リリース時とリリース後の球速・球速差
ストレートとスライダーでは、リリース時及び
リリース後の球速に有意差が認められた(p<0.05)。
しかし、回内・外角とは有意な相関が認められな

かった。よって、スライダーの球速要因は、指先
の力の入り具合、ボールにかかる力を分析するこ
とによって明らかにされるのではないかと考察さ
れた。
3-2 リリース位置
リリース位置の X 座標について、ストレートと
スライダーで被験者 D、E に有意差が認められた
(p<0.05)。また、リリース時及びリリース後の球速
と、リリース位置の X 座標とで負の相関が認めら
れた(r=-0.665、p<0.05)。
Y 座標について、横群と縦群間でストレートと
スライダーの有意差が認められた(p<0.05)。また、
リリース位置の Y 座標とリリース時及びリリース
後の球速において正の相関が認められた(r=0.539、
p<0.05)。これは、スライダーという球種が「指先
で切る」
「指と指の間から抜く」というストレート
とは異なる投球方法を用いるため、ストレートと
は異なるリリース位置になると考えられた。
Z 座標について、被験者 A 以外でストレートと
スライダーで有意差が認められた(p<0.05)。この結
果、スライダーはストレートよりリリース位置が
低くなることが明らかになった。加えて、スライ
ダー投球時の意識に関する聞き取り調査で、被験
者 A はストレートより早く腕を振ることを意識し、
被験者 C はストレートと同じ腕の振りを意識し、
被験者 B、D、E は変化の方向と低めのコントロー
ルを意識しているという結果であった。自身の経
験、指導書 3)からも低めのコントロールは重要なポ
イントになる。したがって、普段から変化球の投
球時に低めのコントロールを意識しているため、
スライダーのリリース位置が低くなるのではない
かと考えられた。
3-3 手関節、肘関節の移動速度
手関節の移動速度では、被験者 A、C、E に有意
差が認められた(p<0.05)。一方、肘関節の移動速度
は、斜め、縦群において、有意差が認められ(p<0.05)、
スライダーの方がストレートより肘の移動速度が
速いことが明らかとなった。また、肘関節の移動
速 度 と 肘 の 空 間 角 変 位 で 負 の 相 関 (r=-0.426 、
p<0.05)、前腕の回内・外角で正の相関が認められ
た(r=0.471、p<0.05)。その結果、腕の振りが速けれ
ば速いほど、回内・外動作が大きくなり、スライ
ダーの変化も大きくなるのではないかと考えられ
た。
3-4 肘の空間角変位
肘の空間角変位では、被験者 A 以外には有意差
が認められなかった。しかし、残りの被験者は、
スライダーもストレートに近い腕の振りで投球が
行われ、打者から見て球種の判別がしづらく、有
効な投球腕の使い方をしていると考えられた。
また、リリース時における肘の空間角と回内・
外角には負の相関が見られた(r=-0.483、r<0.05)。肘
の空間角が小さいのならば、回内・外動作を大き
くしないと、ボールが右方向へ変化しにくくなる
と考えられた。したがって、前腕の回内・外動作
は、ボールに右方向への変化つけるための要因と
なると考えられた。
3-5 解剖学的関節角度
3-5-1 上腕‐前腕：回内・外角

回内・外角は被験者 A を除いては、有意差が認
められた(p<0.05)。回内・外肢位に関しては、横変
化群では、回外肢位でのリリースが認められ、縦
変化群では、回内肢位でのリリースが認められた
(図 3)。先行研究の報告にあったカーブとの違いは
回内肢位での投球も見られることである。加えて、
回内・外動作も共に見られた。その結果、横群及
び斜め群の横変化の際に回外動作が見られた(図 2)。
しかし、横変化群で回内動作している被験者もい
たため、一概には言えない。

図 2 被験者 D(斜め群)の回内・外角変位

図 3 被験者 E(縦群)の回内・外角変位
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まとめ
ストレートとスライダーの投球動作を 3 次元動
作分析を用いて回内・外動作に着目し、検討した
結果、以下のことが明らかになった。
1) スライダーでは横変化は回外肢位、縦変化は回
内肢位でのリリースが認められた。また、リリー
スでは、回内、回外動作の両方が認められたため、
スライダーの変化には、回内・外動作が関連する
ことが明らかになった。
2) スライダーの「切る」「抜く」というリリース
方法と低めへのコントロールを意識することに
より、ストレートとのリリース位置に違いが見ら
れた。
3) 今後、スライダーの曲がり幅、変化方向の定量
化、肩の内・外旋、手首の掌、背屈との関連、指
先の力の分析が必要である。
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