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ベースボール型のボールを持たないときの動きの差異 
―ベースボール型競技経験者とベースボール型競技未経験者を対象にして― 
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1. 緒言 

大津(2010)は、高等学校のソフトボールの授業に

おいて、2 つのことを指摘している。1 つ目は、経

験者と未経験者の技能レベルに大きな差が生じて

いるため、双方が同じ課題に従事し、一緒に達成感

を味わうことやゲームを楽しむことが難しいこと。

2 つ目は、ソフトボールではいつどんな技術を用い

るのか正確な判断・選択・実行が求められるが、短

い単元の中で、それらすべての技術を習得させる

ことは非常に難しいこと。また、今日までの教科教

育の論文を見てみると、ベースボール型の教材で

ボールを持たないときの動きに着目した研究は、

ゴール型やネット型の教材に比べて少ないのでは

ないかと伺える。そこで本研究では、ニューソフト

ボールをベースボール型競技経験者とベースボー

ル型競技未経験者に行ってもらい、両者のボール

を持たないときの動きを比較する。比較研究の教

材として、ニューソフトボールを採用した理由は、

ベースボール型の本質を伴い、習得が難しい状況

判断が取り除かれており、ベースボール型競技経

験者とベースボール型競技未経験者の双方が同じ

課題に従事し、一緒に達成感を味わうことができ

ると考えたためである。比較研究を基に、ニューソ

フトボールにおいてベースボール型競技経験者と

ベースボール型競技未経験者のボールを持たない

ときの動きにどのような差異があるのかを明らか

にすることを本研究の目的とする。 
 

2. データ収集 

2-1）対象者 

  I 大学のベースボール型競技経験者 8 名と未

経験者 8 名 

2-2）対象となるボールを持たないときの動き 

・打球に対して適切な方向に一歩踏み出す動きの

速さ(守備者全員) 

・スプリットステップの回数(守備者全員) 

・向かってくるボールに対する正面への移動の動

き(捕球者) 

・一番早くアウトに出来るサークルを速やかに判

断し、サークルに対して直線で入る動き(守備者

全員) 

・塁間の走塁(打者走者) 

・カバーリングの回数(守備者全員) 

2-3 撮影方法 

本研究では、ホームベースから 10 メートル後方

に高さ 3 メートルの台を作り、その上に三脚カメ

ラを立て、対象者全が入るように撮影を行った。 

2-4 今回のニューソフトボールのルール 

・Ｔで打つ 

・守備全員が「さーこい」と言ってから打撃を行う 

・守備全員がアウトゾーンに入って、「アウト」と

言ったら 1 アウト 

・守備位置は、チームで自由に設定できる 

・得点は、アウトになるまでの間にコーンをタッチ

した回数 

・5 アウト交代・4 イニング 

・アウトゾーンは半径 2 メートルの円を 4 つ 

・コーンとコーンの距離は 7m 

・バット・ボールともにゴム製 

・グローブの着用なし 

・1 チームの人数は 8 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．データ分析 

3-1 ボールを持たないときの動きの得点化方法 

 1 人 1 人の 1 プレーごとのボールを持たないと

きの動きをできている 3 点、どちらともいえない 2

点、できていない 1 点とした。 

3-2 ボールを持たないときの動きの比較方法 

 経験者と未経験者の各項目のボールを持たない

ときの動きの平均点に T 検定を用いた。有意水準

は、P<0.05 とした。また、カバーリングとスプリ

ットステップにおいては、行った回数を比較した。 

3-3 評価者 

 ベースボール型競技経験 10年以上の 3人での評

価一致率が 80.15％を超えるまでトレーニングし

た者が全てのデータ処理を行った 
4．結果と考察 

4-1 表１経験者と未経験者のボールを持たないと

きの動き全ての比較 
技能 経験者 未経験者 有意差 

打球に対して適切な

方向に一歩踏み出す

動きの速さ 
2.8 点 2.5 点 〇 

スプリットステップ

の回数 
64 回 3 回  

向かってくるボール

に対する正面への移

動の動き 
2.7 点 2.6 点 × 

1 番早くアウトに出

来るサークルを判断

し、直線で入る動き 
2.7 点 2.7 点 × 

塁間の走塁 2.9 点 2.7 点 × 

図１ニューソフトボールの場の設定 
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カバーリングの回数 13 回 3 回  

4-2 打球に対し適切な方向に一歩踏み出す動きの

速さ 

「打球に対し適切な方向に一歩踏み出す動きの

速さ」の評価点の平均点には、有意な差があった。

このような結果になった理由は、ミート直前の打

球予測方向への移動の動きであると考えた。両者

160 回の試技の中で、経験者からは、打者がミート

直前や足の向きを変えた時に、打球予測方向に動

くことが 96 回見て取ることができたのに対して、

未経験者からは、8 人で 35 回しか見て取ることが

できなかった。また、経験者がミート直前に打球予

測方向に動いた時と動かなかったときの「打球に

対して適切な方向に一歩踏み出す動きの速さ」の

評価点の平均点の比較においても有意な差があっ

た。このことから、ミート直前の打球予測方向への

移動の動きが「打球に対して一歩踏み出す動きの

速さ」に関与していると考えることができる。つま

り、今回の両者の「打球に対して適切な方向に一歩

踏み出す動きの速さ」の評価点の平均点に有意差

が生じた要因は、ミート直前の打球予測方向への

移動の動きであると考えた。 

4-3 スプリットステップ 

全 160 回の試技の中で、経験者は 8 人全員から

スプリットステップが見て取れ、計 64 回行ってい

たのに対して、未経験者からは 1 人の学生からし

か見て取ることができなかった。このような結果

になった理由として、スプリットステップの指導

された経験の有無にあると考えた。スプリットス

テップを指導されたことがあるかアンケートをと

ると、経験者は、8 人中 7 人がスプリットステップ

の指導をうけたことがあったのに対して、未経験

者ではスプリットステップの指導を受けた学生は

いなかった。この指導教授経験の有無が、今回のス

プリットステップの回数に大きく差がついた要因

であると考えた。また、経験者がスプリットステッ

プを行ったときと行わなかったときの「打球に対

して適切な方向に一歩踏み出す動きの速さ」に有

意な差があった。このことから、スプリットステッ

プが「打球に対して適切な方向に一歩踏み出す動

きの速さ」に関与しているとも考えることができ

る。 
4-4 向かってくるボールに対する正面への移動の

動き 
「向かってくるボールに対する正面への移動の

動き」の評価点の平均点には、有意な差がなかった。

このような結果になった理由として、ボールの硬

さが関係していると考えた。ボールが硬いと、未経

験者はボールに対する恐怖心があると考えられる。

しかし、今回のニューソフトボールで使用したボ

ールは、柔らかいため、体に直撃しても痛みを感じ

ることがなく、未経験者も思い切りよくボールに

対して正面に入ることが出来たのではないかと考

えた。 
 4-5１番早くアウトにできるサークルを速やか

に判断し、サークルに対して直線で入る動き 

「1 番早くアウトに出来るサークルを速やかに

判断し、サークルに対して直線で入る動き」の評価

点の平均点には、有意な差がなかった。このような

結果になった理由は、ニューソフトボールでの守

備側に求められている動きが捕球者に最も近いサ

ークルに入るという動きのみであり、守備者の行

うべき動きが１つで、明確なためではないかと考

えた。野球などにおいては、守備者は、アウトカウ

ント、走者の走力などを考慮して瞬時に適切な判

断を求められるのに対して、ニューソフトボール

では、それらを考慮する必要はなく、打球と捕球位

置から最も早くアウトにできるサークルを判断し、

そのサークルの中に入ることしか求められていな

い。そのため、経験者と未経験者の間に大きな技能

差が生じなかったのではないかと考えた。 
4-6 塁間の走塁 

「塁間の走塁」の評価点の平均点には、有意な差

がなかった。このような結果になった理由として、

ニューソフトボールの塁間の走塁では、「判断」と

いうものが必要ないためではないかと考えた。ニ

ューソフトボールにおける塁間の走塁とは、肩力、

走力、守備能力などを考慮する必要がなく、「判断」

というものが求められていない。そのため、「塁間

の走塁」において、経験者と未経験者の間で有意な

差がなかったのではないかと考えた。 
4-7 カバーリングの回数 

カバーリングの回数は、経験者は 8 人で全 160 回

の試技の内 13 回行ったのに対して、未経験者は 8
人で全 160 回の試技の内 3 回しか行っていなかっ

た。野球などにおいてはカバーリングが 1 プレー

で数回行われることを考慮すると両者のカバーリ

ングの回数が非常に少ないと考える。このような

結果になったのは、今回のニューソフトボールに

おいて使用した教具に要因があるのではないかと

考えた。今回のニューソフトボールでは、柔らかく、

軽いボールを使用し、グローブは使用しなかった。

つまり、硬く、小さいボールを使用する場合に比べ

て、捕球ミスが起きにくい。そのため、捕球者以外

の守備者は、捕球者が捕球ミスをすることを考え

なかったのではないかと考えた。 
 
5．まとめ 

 ボールを持たないときの動きで経験者と未経験

者に有意な差が生じたのは、「打球に対して適切な

方向に一歩踏み出す動きの速さ」であり、ミート直

前の予測方向への移動の動きによるものだ考えた。

また、スプリットステップの回数においても大き

な差があった。また、スプリットステップが、「打

球に対して適切な方向に一歩踏み出す動きの速さ」

に関与していることも分かった。 
 
６．今後の課題 

 対象人数が少なく、小中高のすべてにおいて運

動部未経験の学生が 1 人しかいなかったので、対

象人数、運動部未経験の学生を増やし、より正当性

のあるデータにしていくことが今後の課題である。 
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