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投手の投球時のテークバック動作の違いが制球力に及ぼす影響 
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1. 緒言 

野球の試合において、投手が果たす役割は非常

に大きく、先行研究では「野球は投手力が 7 割」1）

と述べられている。投手には高い投球速度や狙っ

たコース、高さに正確に投球することができるコ

ントロール能力が求められる。 

よいピッチングは①フォーム、②スピード、③コ

ントロールに関わる 3 つの要素 2）から成り立つと

されている。 

現在の投球動作に関する指導書には、テークバ

ックは 2 つのタイプが存在する 3）とされており、

１つは「外旋型テークバック」、もう１つは、「外転

型テークバック」4）と呼ばれている。 

一般的には外旋型テークバックは小さいテーク

バック、外転型テークバックは大きなテークバッ

クといわれることが多く、外旋型テークバックの

方が制球力に優れているとされているが、そのこ

とを示した研究は筆者の検索した限りでは見当た

らない。そこで、本研究では、高校生の投手を対象

に上述した2つのタイプのテークバックに分類し、

テークバックの動作と制球力との関連を明らかに

することを目的とするとともに、現場における、制

球力向上のための指導の一助とする。 

 

2.研究方法 

2-1 対象者 

 対象者は茨城県内の高等学校の硬式野球部に所

属している投手 10 名である。 

 対象者は全員右利きで、オーバーハンドスロー

であった。対象者は週に 6～7日間、平日は 2～3 時

間、休日は 5～6 時間の技術練習及び体力トレーニ

ングを行っている。なお、対象者には、本測定の趣

旨、内容、危険性を説明し同意を得た上で参加を承

諾してくれた選手にのみ測定を実施した。 

2-2 テークバックの分類 

 本研究では、対象者の投球動作におけるテーク

バック局面をそれぞれ、外旋型と外転型に分類し

た上で測定を行った。外旋型と外転型の例を図 1、

2 に示した。 

分類の方法は、前田による指導書 3)において述べ

られていた各テークバックのタイプ別の代表的な

プロ野球選手と、対象者のテークバック動作を比

較することによって行った。 

 テークバック動作の比較とタイプの分類は野球

歴 15 年以上、かつ、投手歴が 10 年以上の野球経

験者 2 名で行った。 

2-3 測定手順 

 対象者には、公式戦と同様のウォーミングアッ

プの後に、屋外ブルペンのマウンド上から 18.44ｍ

先に座った状態の捕手に向かって、公式戦と同様

の力での投球を 40 球行わせた。40 球の内 20 球は

右打者のインコース、残りの 20 球は右打者のアウ

トコースに捕手を構えさせた。本測定においては、

打者を立たせることによる、投手の心理的な影響

を除くため、打者を立たせないこととした。そのた

め、ストライクゾーンの基準が存在しない。そこで、

打者を想定して、ストライクゾーンを視覚化する

器具を作成し、ホームベース上に設置した。投球す

る球種は直球に限定した。 

測定者は、野球歴 15 年以上で、大学卒業まで硬

式野球に携わり、投手経験歴が 10 年以上の野球経

験者 2名と捕手経験歴 10 年以上の野球経験者 1名

の計 3 名で行った。また、対象者の投球の様子を対

象者の正面から I pad Air3(Apple 社製)により撮

影した。撮影した画像はテークバックの分類の際

に使用した。 

 

 
図 1 外旋型の例 

 

 
図 2 外転型の例 

 

2-4 質問紙による調査内容 

(1)身体的特性 

 ①年齢、②身長、③体重 

(2)競技歴 

 ①野球歴、②投手歴 

以上の項目を質問紙によって調査した。なお、事

前に、動作を行う上で身体に痛みや違和感が生じ

ているかどうかについて口頭により質問し、対象

者の中に痛みや違和感が生じている者はいないこ

とを確認した。 

2-5 算出項目 

 本研究では先行研究 4)に倣い、測定したデータよ

り、以下の 2 つの項目を算出した。 

 (1)ストライク率 

 捕手が構えた位置に関係なく、ストライクゾー

ンを通過した投球をストライクとし、ストライク

の数を投球数で除することによってストライク率

を算出した。 

 (2)命中率 

 捕手が構えた位置に投球がされた場合にその投

球を命中とし、命中した投球を投球数で除するこ

とによって命中率を算出した。命中率については

測定者 3 名が各々判定し、2 名以上の判定をもって

命中と判断した。3 名全員が異なる判定をした投球

は無かった。 

(3)投球のばらつき 

投球のばらつきを横を x 軸、縦を y 軸として投

球の記録から得点化し(図 3)、テークバック間及び、

構えたコースの違いによって比較し、縦と横の投
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球のばらつきに、どのような傾向があるかを調べ

た。 

 

 
 

図 3 投球のばらつきの得点化 

・黒い部分を構えた位置、×を投球の位置とすると

黒い部分から右に 2 マス上に 2 マスずれているた

め、ⅹ=2、ｙ=2 となる 

2-6 データ処理 

 すべての項目について平均値と標準偏差を算出

した。異なる 2 つのテークバック間の比較検討に

は、対応のないｔ検定を用いた。また、本研究は対

象者が少ないため、p 値のように対象者の数に影響

されることのない効果量（Cohen’s d）を算出した。

Cohen’s d における判断目安として、d=0.20 を効果

量小程度、d=0.50 を効果量中程度、d=0.80 を効果

量大 程度とした 。統計処理 には IBM SPSS 

Statistics version22 を用い、有意水準は 5％と

した。 

 

3.結果 

3-1．対象者特徴 

対象者の平均値年齢 16.4 歳、身長 173.1cm、体

重 68.1kg、野球歴 8.4 年、投手歴 3.6 年であった。 

3-2 ストライク率 

異なる 2 つのテークバックのタイプ間のストラ

イク率の平均値に有意な差は見られなかった。ま

た、ストライク率についての効果量を求めたとこ

ろ、Cohen’s d=0.585 となり効果量は中程度であっ

た(表 1)。 

3-3 命中率 

 異なるテークバックのタイプ間の命中率の平均

に有意な差は見られなかった。また、命中率につい

ての効果量を求めたところ、Cohen’s d=0.394 とな

り、効果量は小から中程度であった(表 1)。 

 

表１ 投法の違いによる制球力の測定結果 

制球力 投法 平均値 標準偏差 効果量 

ストラ

イク率 

外旋型 21.4 5.3 0.58 

外転型 18.8 3.4 

命中率 
外旋型 53.4 17.5 0.39 

外転型 48.4 4.2 

 

3-4 投球のばらつき 

投球のばらつきについては(表 2)、横、縦、イン

コース、アウトコース、全体のうち、高さ以外の項

目の標準偏差が外旋型の方が外転型よりも小さか

った。 

インコースとアウトコースの投球を比較すると、

外転型は外旋型よりインコースのばらつきが大き

くなった。 

縦と横のばらつきを比較すると、横のばらつき

の方がテークバック間の得点、標準偏差の差が大

きかった。 

また、全ての項目について効果量中から大程度

であり、テークバックの違いと投球のばらつきに

は関連があることが明らかになった。 

 

表 2 投球のばらつきの結果 

 投法 平均値 標準偏差 効果量 

横 
外旋型 6.57 1.41 0.62 

外転型 8.55 4.33 

縦 
外旋型 10.15 2.44 0.71 

外転型 11.76 2.06 

インコ

ース 

外旋型 8.76 1.69 1.14 

外転型 11.46 2.89 

アウト

コース 

外旋型 8.43 1.65 0.62 

外転型 9.46 1.69 

全体 
外旋型 12.17 2.34 1.12 

外転型 14.97 2.65 

 

4.考察 

本研究によって、いくつかの知見が得られた。 

 まず、ストライク率、命中率共に外旋型の方が数

値が高かった。ばらつきに関しても、すべての項目

で外旋型の方がばらつきが小さかった。特に右打

者のインコースに投球する際に、テークバック間

の横のばらつきの差が大きく、効果量も大であっ

た。そのため、外転型は右打者におけるインコース

に投球する事が苦手な傾向があると考えられる。 

 これらの特徴を踏まえることで投手の特徴を生

かした指導が可能になり、能力を向上させること

ができると考える。 

 

5.本研究の限界と今後の課題 

 本研究は通常の練習試合や大会があるシーズン

中ではなく、オフシーズンに行ったため、その影響

もブルペンでの投球練習と実際の試合での投球の

パフォーマンスは関連があると考えられる。また、

実際の打者を立たせた場合に、コースによって投

げづらい等の意識が生じる可能性がある。これら

のことを考慮した上で測定を行うことで、より精

度の高いデータを得る事ができると考えられる。 
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