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野球のトス打撃における投球角度の違いがスイング動作に及ぼす影響
―肩・腰およびバットの回転角度に着目して―
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Inﬂuence on the shoulder, the hip and the bat rotation
by various angles of pitch in a toss drill of baseball batting
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Abstract
The purpose of this study was to clarify the method and the notes of the toss drill by comparing the body
rotation in hitting tosses of various angles. 10 right-hand collegiate players participated in the experiment.
Subjects hit total 8 tosses from 4 angles (0 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees) with 2 tosses in
respective angles. Motion capture system (VICON 612) was used for the analysis of the batting motion, from
the phase of TOP (i.e. the time that the grip speed has reached 1m/sec) to the phase of impact. The following
have been found in this study. 1. In the rotational angle of the shoulder, the toss angle of 0 degrees was
signiﬁcantly larger than other angles at all time points (p<0.05 and p<0.01). However, in the rotational angle of
the hip and the twist angle (shoulder-hip), the toss angle of 0 degrees was not signiﬁcantly different from other
angles with the exception of the rotational angle of the hip in the toss angle of 90 degrees at the impact (p<0.05).
2. It was found from the results that the rotation of the toss angle of 0 degrees and the rotation of hitting in the
pitch of the pitcher by the precedent study were the same.
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1．はじめに
野球の打撃について、川村 3） は投手の投球
時間、140km/h ならば約 0.44 秒の間にいかに

＊

判断とスイングを行うかという大きな課題があ
り、スポーツの打具としては重い部類に入る
バットを静止した状態から加速させることは慣
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性の法則からいっても非常に困難な課題である
と述べている。このような打撃技術を向上させ
るためには質と量を考慮した効率のよい練習が
求められる。この中で打撃練習の基礎として広
く行われているのがトス打撃である。トス打撃
は、右打者ならば一塁方向に位置した者が下か
らトスするボールを打者がネットなどに向かっ
て打撃する練習方法である。この方法は場所を
とらずに手軽に多くの打撃を行うことができ、
さらに様々なコースの練習 10） や投じ方の緩急
でタイミングをとるための練習 2） にもなるな
ど多くの利点があるとして、あらゆるレベルで
行われている。しかし、その方法については、
一般の指導書においても「一塁方向からボール
をトスする」10）、
「適当な距離を取り、
（中略）ネッ
トに向かって打ち返す」2）などのように、漠然
とした表現で述べているにすぎない。経験的に
未熟な選手が行っているトス打撃は、トス者の
位置やトス方向が一定されず、本来の打撃と異
なったフォームでスイングしているものがよく
みられる。プロ野球の指導者には、「バッティ
ングの基本であるセンター返しをイメージした
ものよりも、打球を引っ張り込むという感じに
なってしまう」4）という理由でトス打撃を否定
する者もいる。このように、実際の投球と異なっ
ているにもかかわらず、基礎的な練習として行
われているトス打撃に関する検証や適切な方法
については明らかではないのが現状である。そ
こで、特に日頃このトス打撃を日常的に行って
いる熟練者において、異なる角度から投じられ
るトス打撃によって身体動作およびバットスイ
ングに違いがあるかどうか検討を行うことは曖
昧な練習方法に科学的根拠を与えられる意義あ
ることと考えられる。特に打撃動作において重
要なポイントとして、宮西 8） は肩や腰の回転
が生み出す角運動量の伝達が重要であると述べ
ており、肩や腰の回転動作について着目するこ
とでスイング動作の影響を明らかにできると考
えられる。
本研究の目的は、野球の打撃練習のひとつで
あるトス打撃において、角度を変えて投じられ
るトスによって肩、腰の回転さらにバットのス
イングにどのような影響があるか比較検討を行
い、トス打撃の方法について示唆を得ることで
ある。

優・奈良隆章・小池関也

2．方 法
2.1 実 験
被験者は大学硬式野球部に所属する右打者
10 名であり（身長 1.75 ± 0.04m、体重 72.5 ±
5.4kg、競技年数 12.7 ± 1.5 年）、いずれも競技
年数が 10 年以上の熟練者であった。事前の調
査ですべての被験者がトス打撃を日頃から練習
方法として取り入れていることを確認した。被
験者には事前に実験の目的や内容等を説明し、
実験への協力の同意を得た。
実験試技は十分なウォーミングアップを行っ
た 後、 図 1 に 示 す よ う に、0deg か ら 30、60、
90deg と角度を変えてトスされるボールの打撃
（ 以 下、 そ れ ぞ れ の 試 技 を T-0、T-30 、T-60、
T-90 とする）を行わせた。被験者は床にあるバッ
トの打撃位置（インパクト）の印に対して各自
バットを合わせてから試技に入った。トスは高
さを打者のベルトの位置に、距離は 2m で統一
し、床に記したラインに沿って行った。T-0 は
トスをする者に危険がないよう、防球ネットを
前に立てる工夫を行った。なお、トスはこの練
習に熟練した大学野球部のコーチ 1 名がすべて
の角度を練習したのちに、すべての試技におい
て行った。正規の投球と同じようにバッター
ボックスに立ち、センター方向に打ち返す意識

図1

トス角度と静止座標系の定義
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で、全力で打撃を行うように各被験者に指示し
た。試技は 1 角度 2 球ずつ、合計 4 角度 8 球行っ
た。それぞれの試技の直後には 5 段階評価の内
省をとったが、1 角度 2 球とも内省が 3 以下と
評価した場合、4 以上の内省が得られるまで試
技を繰り返した。なお、各試技は 0 度から順次
行ったが、各試技と試技の間には約 3 分の休息
が与えられ、前試技の影響を受けた順序効果が
起きないようにした。
試技の撮影は赤外線カメラ 9 台（サンプリン
グ周波数：250Hz）を用いた光学式三次元自動
動作分析装置（VICON612, Oxford Metrics 社製）
により行った。図 3 は被験者に貼付けた反射
マーカーを示したものである。計測点は身体を
6 点、バットを 2 点の計 8 点とし、ボールに貼
付した反射マーカーは、データ処理においてイ
ンパクト時点を定義するために、ボールの動き
出しを確認するものとした。それぞれのトスが
正確な角度になったかどうかは、ボールにつけ
た反射マーカーがボールの中心を正確に示せな
かったために、算出できなかったが、第 3 者に
よる目視による確認で正確性を判断し、不適切
と判断された試技は除外した。

直交する方向を X 軸、打者からネットへ向か
う打撃方向を Y 軸、鉛直方向を Z 軸（紙面と
直交する）と定義した。実験により得られたデー
タは VICON データステーションに保存した後、
身体各部位ならびにバットの 3 次元座標値を算
出した。マーカーの消失がある場合には専用処
理ソフト（Body Builder、Oxford Metrics 社製）
を用い、データの補間を行った。算出した 3
次元座標は、Wells and Winter11） の方法によっ
て 最 適 遮 断 周 波 数（5 〜 22Hz） を 決 定 し、
Butterworth digital ﬁlter により平滑化した。なお、
両肩関節の中心座標の算出については、肩前後
部 2 点の中点を関節中心点とした。
分析時点の定義として、スイング開始時点で
はバットのグリップ部分の速度を算出し、Y 軸
方向にグリップ速度が 1m/sec を超えた時点と
し、フォワードスイングが始まる用語としての
①トップ時と定義した。次に、YZ 平面におけ
るバットと Y 軸とがなす角において、バット
が 0deg を通過した時点をダウンからレベルス
イングへの移行期として②バット水平時とし、
インパクトして打球が放たれる 1 コマ前を③イ
ンパクト時と定義した。

2.2 データ分析
まず、分析試技の選定は、被験者の内省が 5
段階で 4 以上のものの中から、防球ネットのほ
ぼ中央部に被打されたものを選択した。図 1 に
示すように、静止座標系を定義し、打撃方向に

2.3 算出項目
算出項目は図 3 に示すように、左肩中点から
右肩中点へ向かうベクトルと、左大転子から右

図2

反射マーカー取り付け位置（身体、バットお
よびボール）

図3

肩・腰・バット回転角度の定義
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大転子へ向かうベクトルおよび、バットのグ
リップからバットの先端へ向かうベクトルをそ
れぞれ XY 平面に投影し、それらと Y 軸とが
なす角度を肩、腰およびバットの回転角度とし、
上述した 3 つの時点について得ることとした。
2.4 統計処理
統計処理は各算出項目における時点の差を検
定するため、一元配置分散分析を行い、有意差
が認められたものについては、Tukey の HSD
法を用いて多重比較検定を行った。なお、有意
水準は 5％および 1％未満とした。なお、本実
験の設定では角度と時間の二元配置を行うべき
だが、今回は各時点での動作のみに着目したた
め行わなかった。

図4
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3．結 果
3.1 肩および腰の回転角度について
図 4 は肩の回転角度について示したものであ
る。トップ時では、T-0 よりも T-60、T-90 のほ
うが有意に大きかった（いずれも p ＜ 0.01）。
バット水平時では、T-0 よりも T-60、T-90 のほ
うが有意に大きく（いずれも p ＜ 0.01）、T-30
よりも T-90 のほうが有意に大きかった（p ＜
0.05）。 イ ン パ ク ト 時 で は、T-0 よ り も T-60、
T-90 のほうが、T-30 よりも T-60 のほうが有意
に大きかった（いずれも p ＜ 0.01）。また T-0
よりも T-30 のほうが有意に大きかった（p ＜
0.05）。
図 5 は腰の回転角度について示したものであ
る。トップ時、バット水平時ではいずれのトス
角度間でも有意な差はみられなかった。インパ
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クト時について、T-0 よりも T-90 のほうが有意
に大きかった（p ＜ 0.05）。

ト水平時に至る局面で、スイング前半部のスイ
ングの弧が大きくなる傾向があった。この傾向
はすべての被験者においてみられた。

3.2 バットの回転角度および様相について
図 6 はバットの回転角度について示したもの
である。トップ時、バット水平時ともにいずれ
のトス角度間でも有意な差はみられなかった。
インパクト時では、T-0 よりも T-60、T-90 のほ
うが有意に大きかった（いずれも p ＜ 0.01）。
また T-0 よりも T-30 のほうが有意に大きかっ
た（p ＜ 0.05）。また T-30 よりも T-90 のほうが
有意に大きかった（p ＜ 0.01）。
図 7 は典型例としてある被験者の各トス角度
別における上方からみたバットのスティックピ
クチャである。これをみると、T-0 からトス角
度が大きくなるとトップからスイング時のバッ

図5
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4．考 察
4.1 肩および腰の回転について
図 4 に示すように、トップ時においてトス角
度が大きくなると、肩の回転角度も大きくなり、
特に T-60、T-90 において、T-0 よりも有意に大
きくなっていた（p ＜ 0.01）。また、バット水
平時、インパクト時では、T-0 と他の角度にお
いて、肩の回転角度は有意に大きくなっていた
（p ＜ 0.05 および p ＜ 0.01）。しかし、図 5 に示
すように腰の回転角度ではインパクト時の T-0
と T-90 度では有意な差がみられた（p ＜ 0.05）
ものの、他の角度や時点では肩の回転角度ほど

腰の回転角度
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顕著な差としてはみられなかった。これらのこ
とからトス角度の増大は主に、肩の回転角度の
増大に影響を及ぼすと考えられる。
図 4、5 で示したように本研究における肩お
よび腰の回転角度について、先行研究と比較す
ると、高木ら 7） が行ったピッチングマシンに
よる打撃分析においてインパクト時の肩の回転
角度は本研究の T-0 とほぼ同様の約 90deg（本
研究の定義に換算した値）という結果であった。
また、及川ら 6） が行った試合での打撃動作の
分析においても同様の結果がみられた。さらに、
田内ら 9） および田子ら 8） のティーバッティン
グにおける分析のインパクト時の肩の回転角度
においても本研究の T-0 における角度とほぼ同
様の結果であった。一方腰の回転角度において
は、先述した高木ら 7） および及川ら 6） が行っ

図6
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た投手の投球方向から飛来するボールの打撃に
おけるインパクト時の腰の回転角度は本研究の
T-0 とほぼ同様の約 100deg（本研究の定義に換
算した値）という結果であった。しかし、田内
ら 9） および田子ら 8） のティーバッティングに
おける分析では腰の回転角度は 140~150deg（本
研究の定義に換算した値）であった。これらの
ことから、ティーバッティングに比べ、本研究
で行った T-0 は実際に投手の投球方向から飛来
するボールを打撃するのに近い肩や腰の回転動
作を行ったと考えられる。
4.2 バットの動きについて
次にバットの動きについて、図 7 に示したよ
うに、T-0 からトス角度が大きくなると、スイ
ング前半部分のスイングの弧が大きくなる傾向
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にあった。そこで、T-0 と T-90 間のトップ時の
水平面におけるバットヘッドの距離を算出する
と 0.22m の差がみられた。つまり、T-0 と T-90
ではスイングの開始位置が 20cm ほど「バット
が頭の後ろ（投手方向）に入りすぎた」状態 1）

図7

バットのスティックピクチャの典型例（XY
平面）
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がみられたと考えられる。つまり、トップ時に
「バットが頭の後ろに入りすぎた状態」からス
イングが開始されるとバットをインパクトまで
運ぶためにより大きな弧を描く必要があり、指
導 書 に お い て「 バ ッ ト の ヘ ッ ド が 遠 回 り す
る」12） といわれる望ましくないスイングにな
りやすいため、図 7 で示すような前半部のスイ
ング弧の大きさが現れたと考えられる。した
がって、トス角度が大きくなると、スイング前
半部分のスイングの弧が大きくなりやすいこと
を留意する必要があると考えられる。
スイング前半部分のスイングの弧が大きくな
る理由として、先述したように、トップ時、バッ
ト水平時、インパクト時においてトス角度が大
きくなるにつれ、肩の回転角度が大きくなり、
特に T-60、T-90 において、T-0 よりも有意に大
きくなっていた（p ＜ 0.01）。これらはトス角
度が大きくなると、肩の角度がいわゆる「前肩
が入った」2）状態になりやすいことを示してお
り、そのためにトップ時のバット位置もより背
中側にあり、その後のスイング前半部分のスイ
ングの弧が大きくなったと考えられる。
また、図 6 に示したすべての時点でバットの
回転角度が T-0 から順次大きくなっていった
が、このとき、図 4 に示した肩の回転角度が
T-0 から順次大きくなっていた。このことから
バットの角度は肩の回転によって変化していっ
たと推察される。
しかし、インパクトの時点でバットの回転角
度が変化したことは今回の打撃であるセンター
返しとは異なる可能性がある。特に図 6 に示し
たように T-0 のインパクト時は平均 73.5deg で
あり、バットの角度は本来のセンター返しであ
る 90deg に比べて 16.5deg の差がある。このこ
とを実際の打撃で計算すると、センター前ヒッ
トが 60m 飛んだと仮定すると正面より右打者
ならば約 17m レフト寄りに打球が飛んだこと
になる。このことを今回被験者が所属する野球
部のコーチ複数に確認すると、野球の試合で考
えた場合、これはセンター返しの許容範囲に入
るとのことであった。だが、野球のトス打撃で
は T-0 で行った場合、センター返しがやや右打
者ならばレフト側へ行きやすいことも考慮すべ
きであろう。以上のことをまとめると、トス角
度が大きくなることは実際の打撃動作とは異な
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ることが示唆された。本研究の結果は、指導書
の中で落合 4）が「実戦を意識してやるのなら、
打者の正面から（投手方向）来るボールを打つ
練習をする必要がある」と述べていることを支
持するものであり、T-0 は投手の投球における
打撃動作と同様の、または近い動作であると考
えられる。
5．まとめ
本研究は野球の打撃練習のひとつであるトス
打撃の適切な方法について示唆を得ることで
あった。実験として、熟練者である大学硬式野
球 部 に 所 属 す る 右 打 者 10 名 に、0、30、60、
90deg と角度を変えてトスされるボールの打撃
を行わせ、3 次元動作分析により、肩および腰
の回転、さらにバットのスイングにどのような
影響を及ぼすか比較検討を行った。
本研究で得られた知見をまとめると以下のよ
うになる。
①いずれの時点においてもトス角度 0deg と他
の角度を比較すると、肩の回転角度は有意に
大きくなっていた（p ＜ 0.05 および p ＜ 0.01）。
しかし、腰の回転角度では、インパクト時の
90deg（p ＜ 0.05）以外は顕著な差はみられ
なかったことから、トス角度が大きくなるこ
とは主に、肩の回転角度に影響を及ぼすと考
えられる。
②水平面におけるバットスイングのスティック
ピクチャから、0deg からトス角度が大きく
なると、スイング前半部分のスイング弧が大
きくなる傾向にあった。
③トス角度 0deg の回転動作は先行研究による
実際の投手の投球に対する打撃と同様の回転
動作を行っていることが明らかとなった。よ
り大きなトス角度で行うことは実際の投球を
打撃する動作と異なる動作を行う可能性があ
る練習方法となると考えられる。
以上のことから、0deg 以外のトスでは、肩
とバットの回転において、先行研究でみられた
投手が投じるボールを打撃する通常の動作と異
なることが示唆された。このため、トス打撃を
練習方法として用いる際にこれらの違いを指導
者は考慮して行うこと、また、投球と同様の打
撃を意図した場合、より 0deg に近いトスが望
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ましいことが示唆された。
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