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1．緒言 

野球は、他の競技と比べてプレーの間が非常に長

い。そのため、相手の表情や行動をしっかりと認識

することができる間が存在する。 

投球の過程において、投手はガッツポーズをした

り、悔しがったりするなどの行動・しぐさをしてい

る。それは、走者の状況やカウントの変化時など、

場面が変わった時に生じる。私は、行動・しぐさと

投球の過程にあるカウント率、球種、投手がセット

ポジションに入ってから投球動作に入るまでの時

間、投球数に関連性があるのではないのかと疑問を

持った。 

今まで行われている研究では、呼吸操作とコント

ロールの関連性を明らかにする研究が多い。また、

呼吸操作以外の行動・しぐさに着目しているものは

少ない。 

そこで本研究では、場面展開時に着目して、呼吸

操作だけに絞らずに投手の試合中の行動・しぐさを

分析し、その影響を明らかにしていくことを目的と

している。 

また、これによって、指導者にとっての実際の指

導、采配に活用できることが見込まれる。 
 
2． 研究方法 

2-1 リスト作成 

選手の試合中の行動を分析するにあたり先行研究

を参考にし、行動・しぐさのリストを独自に作成し

た。作成した手順、リストは以下の通りである。 

①対象試合からの 5試合を著者と 2人の協力者（野

球経験年数 10年以上 1名、野球未経験者 1名）

で観察し、選手の行動・しぐさを書き出す。 

②森下 1)の文献をもとに、似ている行動ごとに分類

し、どのような動作のことをいうのかをまとめる。 

③書き出した行動・しぐさを、森下 1)の文献をもと

に、ポジティブ行動とネガティブ行動に分類する。 

2-2 調査対象 

 本研究の対象とした試合は、平成 25年関甲新学

生野球連盟 2部秋季リーグ全 30試合中 18試合を対

象とし、調査をした。合計の投手数は 19名となっ

た。 

2-3 調査方法                       

撮影は、バックネット裏に固定して投手、捕手、

打者が映るように撮影をした。 

2-4 分析方法 

打者交代時とカウント変化時に発生した行動・し

ぐさをポジティブ行動とネガティブ行動に分類し、

カウント率、球種、投手がセットポジションに入っ

てから投球動作に入るまでの時間の変化、球数等の

関連性について明らかにしていく。 

カウント率に関しては、一打席内に起きた行動・

しぐさ前後のカウントを走者なし・1塁時、得点圏

時、2ボール 1ストライク時、3ボール 2ストライ

ク時を分析していく。 

 球種に関しては、打者交代時に起きた行動・し

ぐさ後の初球の球種、一打席内に起きた行動・しぐ

さ前後の球種を走者なし・1塁時、得点圏時、2ボ

ール 1ストライク時、3ボール 2ストライク時を分

析していく。 

投手がセットポジションに入ってから投球動作

に入るまでの時間の変化に関しては、一打席内に起

きた行動・しぐさ前後のタイムを分析していく。 

投球数に関しては、打者交代時に起きた行動・し

ぐさ後の打者の球数を分析していく。 

 

表１ 行動・しぐさリスト 

 
3．結果と考察 

3-1  カウント率 

1) 2ボール 1ストライク時のポジティブ行動後は、 

ストライク率が約 85％と高い値になったのに比べ、 

ネガティブ行動後のストライク率が約 23％となっ 

た。 

 

 
図 1 2ボール 1ストライク時の行動・しぐさ前

後のカウント率 
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①ガッツポー

ズをする 

・片手 ・両手 ・上、下に向って  

・拳を握ってグラブをたたいて 

②拍手する ・両手をたたいて ・手のひらでグ

ラブをたたいて 

③声を出す ・「ヨシッ！」「シャー！」等と声

を出す 

④笑顔になる ・笑顔になる 

 

 

ネ

ガ

テ

ィ

ブ 

 

 

⑤いらだつ ・顔をしかめる ・地面を蹴る ・

首を傾げる 

⑥落胆する ・膝に手をつく ・腰に手をあてる  

・顔をしかめて上を見る ・顔をし

かめて下を見る 

⑦謝る ・手を相手に向ける ・お辞儀する 

⑧悔しがる ・唇をかみしめる ・歯をかみしめ

る  



2)3 ボール 2 ストライク時のポジティブ行動後は、

ストライク率が約 83％と高い値になったのに比べ、

ネガティブ行動語はストライク率が約 32％となっ

た。 

 

 
図 2 3ボール 2ストライク時に起きた行動・しぐ

さ前後のカウント 

 

以上の 2点から、カウント率と行動・しぐさには

関連性が高いといえる。どの局面においても、ポジ

ティブ行動時は、ネガティブ行動時よりストライク

率が高い。また、ポジティブ行動後のストライク率

が高いのは、町田 2)がポジティブな感情状態になる

ことは、創造性を高め、注意の幅を広げ、課題遂行

への柔軟性を高め、すばやい判断を可能にし、注意

力や集中力を高めると述べているように、何らかの

影響があったのではないかと考えられる。 

 
3-2 球種率 

1)打者交代時は、ポジティブ行動後に比べ、ネガテ 

ィブ行動後の方が直球率は高い。 

打たれた後、四球後はネガティブ行動が多く見ら 

れる。ストライクが欲しいため、変化球よりもコ 

ントロールをしやすい直球率が高くなったと考え 

られる。 

 

表 2 打者交代時に起きた行動・しぐさ後の打者

の初球の球種率 

 

表 2から打者交代時の初球の球種と行動・しぐさ

には関連性が高いといえる。相手の行動・しぐさを

把握したら、狙い球を絞ることで、より安打になる

確率は高くなると考えられる。 
3-3 一打席内に起きた行動・しぐさ前後のタイム 
1)ポジティブ行動時は、行動・しぐさ後の方が投球
までの時間が長く、ネガティブ行動時は、行動・し
ぐさ前のほうが投球までの時間が長い。 
 
表 3 一打席内に起きた行動・しぐさ前後のタイム 

  ポジティブ行動 ネガティブ行動 

前 2.38 2.38 

後 2.68 2.23 

 

3-4 打者交代時に起きた行動・しぐさ後の打者の
投球数 

1)四死球・安打では、ポジティブ行動の方が球数は 
少ない。 

ポジティブ行動では早いカウントでの安打、死球

が多い、もしくは、四死球が少なく、ネガティブ行

動では遅いカウントでの安打、死球が多い、もしく

は、四死球が多くなるためだと考えられる。 

 

 
 

図 3 打者交代時に起きた行動・しぐさ後の打者の

投球数 
 
4．まとめ 

本研究によって、投球の過程にあるカウント率、

球種、投手がセットポジションに入ってから投球動

作に入るまでの時間、投球数は、行動・しぐさによ

り違いがでた。また、場面によって、行動・しぐさ

の違いによる競技パフォーマンスに及ぼす影響が

それぞれあるということも明らかになった。 
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  ポジティブ行動 ネガティブ行動 

直球 93 56.7% 98 67.6% 

変化球 71 43.3% 47 32.4% 

小計 164   145   


