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1．緒言 
 野球やソフトボールは走者を進塁させることで

得点するスポーツであり，試合において走者を確

実に進塁させようとする場面では，スイング動作

ではなくバントが選択されることが多い。2006
年および 2009 年に行われた野球の世界大会 WBC
（World Baseball Classic）において世界一を連覇

した日本は，バントやヒットエンドランなどを重

視する戦略を用い，スモールベースボールと呼ば

れることもあった。また,ソフトボールでもバン

トの重要性は高い。そのため,野球やソフトボー

ルにおいてのバント動作に関する知見は,チーム

の成績に大きな影響を及ぼすといえる。 
バント動作は，バットを適切な時刻に，かつ適

切な空間位置に移動させて，投手が投じたボール

にインパクトしなければならない。さらに，バッ

トとボールのインパクト時には，投球の勢いを弱

めて状況に応じた適切な方向に打球を転がすこと

が要求され,その上，高い成功率が求められる。

一般的にバント動作はスイング動作より難易度が

低いと考えられているが，実際には多くの課題を

同時に達成する必要があり，難易度は高いといえ

る。また，投球の勢いを弱めることが求められる

動作であるため，動作としても特徴的である。し

かし,バント動作に関する研究は少ない。 
そこで本研究は，ソフトボールのバント動作の

特徴を明らかにし，ソフトボールの指導の一助と

することを目的とした。 
 
2．研究方法 
2-1 被験者 
バント動作に習熟している右打者 4 名（I 大学

女子ソフトボール部に所属する選手）とした。 
2-2 試技内容及び撮影方法 

 

ホームベースから 5ｍ離れた 1 塁方向・投手方

向・3 塁方向それぞれの方向に直径 1.5ｍの円を

設置した。その円内に打球が停止するバントを行

うよう指示した。試技回数は任意の回数とし，円

の中に打球が停止した成功試技の中から被験者の

納得のいく試技を分析対象とした。 
 2 台のハイスピードカメラを，被験者の右側

10m と右側前方 13m に設置し，各試技の撮影を

行った。図 1 の●は較正器を設置した箇所であ

る。実験座標系は，ホームベースからピッチャー

マウンド方向を Y 軸正，Y 軸に垂直で 1 塁方向を

X 軸正，鉛直上方 Z 軸正とした。 
    
2-3 算出項目 
a. インパクト時のバットの水平面角度・鉛直面

角度 
 バットヘッドとグリップを結んだ線が，水平面

および鉛直面となす角を算出し求めた。 
b. スイング軌道 
バットヘッドの軌道をスイング軌道とした。 

c. スイング速度及び投球・打球速度 
 インパクト時とその前後の 2 コマを除くバット

ヘッドの合成速度をスイング速度とした。また,
インパクト前の 10 コマ分のボールの合成速度の

平均を投球速度，インパクト後の 5 コマ分のボー

ルの合成速度の平均を打球速度とした。 
d. 肩峰の水平面角度・鉛直面角度 
 右肩峰と左肩峰を結んだ線が，水平面および鉛

直面となす角を算出し求めた。 
2-4 動作局面 
 インパクト前の 100 コマから 1 コマまでをイン

パクト前,インパクトの瞬間をインパクト時,イン

パクト後の 1 コマから 30 コマまでをインパクト

後と定義した。 
 
3. 結果と考察 
a. インパクト時のバットの水平面角度・鉛直面

角度 
インパクト時のバットの水平面角度と打球方向

3 条件において有意差（F(2,12)=12.40,p<0.1）が認

められた。一塁方向の水平面角度は，-13.4±3.08
度，投手方向は-5.34±5.57 度，三塁方向は

10.8±4.13 度であった。一塁方向にバントすると

きほど水平面角度が小さく,投手方向・三塁方向

の順に値が大きくなっていた。McIntyre と

Pfautsch１）は,スイング動作において右打者が三塁

方向へ引っ張る場合はバットヘッドがグリップ部

分より前方に位置するのに対して,一塁方向へ流

す場合はグリップ部分が前方に位置すると報告し

ている。本研究の結果,バント動作でも打撃動作

と同様に,投球との衝突面であるバットの水平面

角度を調節することで打球方向の調節が行われて



いることが明らかになった。 
一方,バットの鉛直面角度と打球方向条件に関

する有意な結果は得られなかった。来田２）の野球

のバント動作におけるバットコントロールの研究

でも,バットの鉛直面角度には,打球方向条件によ

る有意な効果はみられなかったと報告されてい

る。そのため,バント動作ではバットの鉛直面角

度と打球方向の間に関連性はないと考えられる。 

 
図 3 打球方向条件の違いによるバットの水平面

角度 
 
b. スイング軌道 
インパクト前はスイング軌道の Y 座標（投手方

向）の値が大きくなっていき,インパクト時に最

大となり,その後値が小さくなっていることから,
バント動作では必ずバットを引く動作が行われて

いることが明らかになった。また,全ての試技で

ダウンスイングとなっていた 。バントでは打球

を転がすことが重要であるため,その確率をより

高めるためにそのようなスイング軌道になったの

ではないかと推察された。   
c. スイング速度及び投球・打球速度 
インパクトの約 15 コマ(50ms）前にスイング速

度が減少し始め,インパクト時にその速度が最小

となっていた。インパクト前のスイング速度は

2.299±0.792m/sｍ,インパクト後は 2.669±0.606m/s
で,インパクト後はインパクト前よりやや速い速

度でバットを引く動作をしていることが明らかに

なった。 
表 1 インパクト前後のスイング速度 
被験者 インパクト前 

（m/s） 
インパクト後 

（m/s） 
A 3.478 3.193 
B 1.869 2.155 
C 1.799 2.666 
D 2.052 2.66 

mean 2.299 2.669 
S.D. 0.795 0.606 

 
また,本研究では打球を停止させる場所を指定

していたため,スイング速度と打球の速度の関係

を明らかにすることはできなかったが,本研究で

の課題を達成するバント動作では,投球速度を約

39％にまで減少させていたことがわかった。 
d. 肩峰の水平面角度・鉛直面角度 
 被験者 A.B.C はインパクト前に肩峰の水平面角

度が大きくなっていき,インパクト後に小さくな

っていることから,バットの水平面角度の調節と

同様な動きをして打球方向の調節をしていること

が示唆された。したがって,打球方向の調節には

バットだけでなく上肢の水平面角度の調節が大き

な役割を果たしていることが明らかになった。一

方,被験者 D は,ほかの被験者と比べて水平面角度

の変化が小さかった。このことから,打球方向の

調節をする際の上肢の使い方は,バットの動きと

同様な動きをする場合と固定する場合があり,個
人差があると推察された。 
また,どの被験者も肩峰の鉛直面角度の変化は

小さかった。本研究では,打球方向の調節に着目

したため分析点を上肢に絞ったが,バントの下肢

運動の分析もおこなった来田２）は,高さの調節は

バットの移動に加え,下肢関節運動によっておこ

なわれていると報告している。肩峰の鉛直面角度

は,高さの微調節に使われているためこのような

結果になったのではないかと考える。 

 
図 3 肩の水平面角度 

 
4. まとめ  
 本研究の結果から以下のことが明らかとなっ

た。 
1) バント動作でも打撃動作と同様に,投球との衝

突面であるバットの水平面角度を調節するこ

とで打球方向の調節が行われている。 
2) インパクトの約 50ms 前にスイング速度が減

少し始め,インパクト時に最小となる。 
3) インパクト後はインパクト前よりやや速い速

度でバットを引く動作をしている 
4) 上肢の水平面角度の調節によって打球方向の

調節がおこなわれているが,上肢の使い方には

個人差がある。 
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