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1. 緒言 

軟式野球で用いられる軟式球は 2018 年,新たな

公認球が導入された。この新軟式野球用 M 号球

(以下 M 球)は,旧軟式野球用 A 号球(以下 A 球)と

比べて,直径はほぼ同じで重さが 2.0g 増加し,バウ

ンドを約 15%抑え,飛距離が伸びるものに改良され

た¹⁾。軟式野球において,名古屋（2012）は,大学

軟式野球では,高校硬式野球の経験者が非常に多

い²⁾ことを報告している。ここで,硬式野球経験

者が軟式野球へとシフトする際に生じる問題とし

て,ボールの違いが打撃に及ぼす影響が挙げられ

る。田渕ら（2013）は,軟式野球では打球がフラ

イになりやすいと感じている選手が多い³⁾ことを

報告しており,軟式球と硬式球で打撃時の特性が

異なるのであれば,軟式野球と硬式野球で目指す

べき打撃動作も異なるのではないかという仮説が

生じる。しかし,これら軟式野球に関する先行研

究は,A 球に関するものが多く,まだ M 球の打撃動

作に関するものはあまりみられない。 

そこで本研究では,硬式野球を経験した選手が,

軟式野球において効果的な打撃パフォーマンスを

発揮する為の方法を,M 球の打ち出し特性や大学

軟式野球選手の打撃動作の分析から明らかにする

ことを目的とする。 

 

2. 研究と方法 

2-1 被験者 

高校硬式野球を 3 年間経験した後,I 大学軟式野

球部に所属する右打者 5 名(A,B,C,D,E)を対象とし

た。 

2-2 試技内容及び撮影方法 

各被験者にティー打撃を 5 試技行わせた。ティ

ーの高さを被験者のベルトに,コースをベースの

中央部に合わせ,通常の打撃でセンター方向に強

くボールを打つように指示した。5 試技のうち,被

験者の内省の良い 1 試技を分析対象とした。ボ 

図 1 カメラ位置と較正範囲,座標定義 

ールは M 球,バットは軟式野球用ウレタン製バッ

トを用いた。 

3 次元動作分析の為の 2 台のハイスピードカメ

ラを,1 塁方向と,本塁に正対した右打者の被験者 

の正面方向に設置し,撮影を行った(図 1)。 

2-3 座標定義 

3 次元実験座標系は右手系を用い,打球方向に直

交する右方向を X 軸正,打球方向を Y 軸正,鉛直

上方を Z 軸正と定義した(図 1)。 

2-4 算出項目 

a. スイング速度と打球速度 

スイング速度はインパクト前 5 コマのバットト

ップの変位座標,打球速度はインパクト後 5 コマ

のボール中心の変位座標から,平滑化微分法を用

いて求めた。打球速度をスイング速度で除したも

のを打撃速度の変換指数とした。 

b. 打球角度 

YZ 打球進行方向面に投影した,ティースタンド

上のボール中心からインパクト後 10 コマのボー

ル中心に向かうベクトルが,静止座標系の Y 軸に

対してなす角とした。 

c. バットトップの軌道 

インパクト前 70 コマからインパクト後 30 コマ

のバットトップの 3 次元座標変位を x-y 面,y-z
面,x-z 面に投影し,バットトップの軌道とした。 

d. 両手の並進速度 

インパクト前 70 コマからインパクト後 20 コマ

の両手関節中心の変位座標から,平滑化微分法を

用いて求めた。 

2-5 動作局面と統計処理 

インパクトより前をインパクト前局面,インパ

クトをインパクト時,インパクト後をインパクト

後局面と定義した。 

スイング速度,打球速度,打撃速度の変換指数,打

球角度の各算出項目間について,相関係数を判定

する為に,ピアソンの相関係数を用いた。本研究

では,全ての検定において有意水準を 5%未満

(p<0.05)とした。 

 

3. 結果と考察 

3-1 打撃速度及び打球角度の関係について 

打球速度と打球角度,打撃速度の変換指数と打

球角度において,高い負の相関関係がみられた(打

球速度と打球角度:r=-0.89,p<0.05)(打撃速度の変

換指数と打球角度:r=-0.97,p<0.05)。つまり,打球

角度が小さい被験者は効果的な打撃をしていると

いえ,打球角度を大きくしないことが有効な打撃

技術のひとつになると考えられた。また,スイン

グ速度と打球速度に有意な相関関係はみられなか

ったことから,スイング速度を大きくするだけで

はなく,打球角度に着目しながら,バットをボール

にどのようにインパクトさせるかが重要なポイン
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トであることが推察された。 

川村ら⁴⁾の研究において,社会人硬式野球選手 5
人と大学硬式野球選手 5 人の打撃速度及びインパ

クト角(180 度-打球角度)が示されている。本研究

の結果と平均を比較すると,スイング速度は劣る

が,打球速度は同程度,打撃速度の変換指数は,大

学硬式野球選手よりも大きいとされた社会人硬式

野球選手よりも大きい値となった。また,打球角

度においては,小さい選手が多いとされる社会人

硬式野球選手の中で比べても,全体的に小さい値

を示した。これらの比較から,大学軟式野球選手

では,M 球とウレタン製バットを用いることで,社

会人硬式野球選手よりも小さいスイング速度なが

ら初速の大きい打球を打つことができることが明

らかになった。そして,硬式球を打つ時よりもさ

らに小さな打球角度で打球を飛ばすことや,硬式

野球よりもさらにバットとボールの直衝突を意識

して打撃することの重要性が示唆された。 

3-2 バットトップの軌道について 
x-z 面のインパクト前局面で,被験者 B,D は

A,C,E に比べ,x 軸の移動速度が増加し始めた時の

z 座標が小さい値を示し,x-y 面,x-z 面のインパク

ト前局面で,B,D は A,C,E に比べ,x 軸正の移動速

度が増加する前の x 軸負の移動時間が長かった。

特徴がはっきりしていた被験者 A,B の結果を示し

た(図 2)。前者は,いわゆるレベルスイングと呼ば

れるバットの軌道と解釈できる。後者は,インパ

クト前局面初期から,レベルスイングに近づけて

いく為にバットの軌道をボールの軌道に合わせて

いく動作がみられたことが推察された。B,D は,大

学軟式野球 2 年目の選手,A,C,E は 1 年目の選手で

あり,大学軟式野球の経験年数が異なる。よって,

これらの打撃動作は M 球を効率良く打撃する方法

の 1 つになると考えられた。また,質量の違いか

ら,軟式野球用バットは硬式野球用バットに比べ

て容易にバットコントロールができる為,早い段

階でのバットの水平維持が可能になっている可能

性が考えられた。 

3-3 両手の並進速度について 

インパクト前局面の Y 軸方向の並進速度の最大

値が大きい被験者は,スイング速度や打球速度も

大きい傾向があった。よって,打撃速度を大きく

する為には,両手の Y 軸正方向の並進速度を大き

くする動作が有効である可能性が示唆された。イ

ンパクト時付近の Z 軸方向の並進速度において,

被験者 B,D は A,C,E に比べ,0 に近い値をとる時間

が長かった。これは,打球を前に飛ばすための効

果的な打撃をしているといえ,経験年数による慣

れやバットの性質などの要因も影響し合い,レベ 

 
 

図 2 バットトップの軌道(被験者 A,被験者 B) 
 
ルスイングに近づけていることが推察された。特

徴がはっきりしていた被験者 A,B の結果を示した 
(図 3)。 
 

4. まとめ 

本研究は,軟式野球で効果的な打撃パフォーマ

ンスを発揮する為の方法について,M 球の打ち出

し特性や大学軟式野球選手の打撃動作から比較検

討した結果,以下のことが明らかになった。 

1) 打球角度を大きくしない為のインパクトの仕

方が重要であると考えられる。 

2) 硬式野球と比べて小さいスイング速度で初速

の大きい打球を打つことができ,より直衝突

を意識した打撃が重要であると考えられる。 

3) インパクト前局面初期からバットの軌道をボ

ールの軌道に合わせていくという動作が,M
球の効果的な打撃方法になると考えられる。 

4) 両手の Y 軸正方向の並進速度を大きくする動

作や,インパクト時付近の両手の上下動作を

小さくする動作が M 球の効果的な打撃方法で

あると考えられる。 
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図 3 両手の並進速度 
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