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スポーツ脳科学

バッティングの困難さ

野球の打者は 3 割打てれば御の字
といわれ，日本プロ野球の歴史上，シー
ズン打率 4 割の記録を残した選手は
いまだ現れていません．一見すると，
明らかに投手有利に思えるこのような
競技特性が，このスポーツの絶妙な面
白さを引き出しています．このような
打者の成績は，歴史的 ・ 経験的に定め
られた18.44 mという投手－打者間の
距離が関係していると思われます．球
速140 km/hで投じられたボールがこ
の距離を移動するのにかかる時間は約
500 ms．打者はこの極めて厳しい時
間制約の中で，ボールが飛来する位置
と時間を予測 ・ 判断し，時間的にも空
間的にも高い精度でバットスイングを
合わせなければなりません．

このように非常に困難な運動課題が
打者の脳や身体でどのように処理 ・ 制
御されているのかについては古くから
関心の的でしたが，そのメカニズムは
いまだ明らかになっていません．
NTTコミュニケーション科学基礎研
究所ではこれらの問題を解決すべく，
実際の投手－打者対戦形式における運
動計測に取り組んでいます．本稿では，
得られた結果の一部を紹介するととも

に，実戦形式からみえてきたバッティ
ングの時間構造について解説します（1）．

投手─打者対戦の運動を計測

バッティングでは，投じられたボー
ルがどのタイミングで打者の手元に届
くのかという時間的な要素と，どの位
置（コース）を通るのかという空間的
な要素の 2 つが重要です．私たちは，
まず時間的な要素をより強調させるた
めに，ストレート（速球）とチェンジ
アップ（遅球）という 2 種類の球種を
打撃する際の打者の運動を計測 ・ 解析
しました＊．

本稿では，元プロ野球投手（右投げ）
と元プロ野球打者（右打ち）を対象と
して得られたデータを紹介します．実
験では，実際に投手がマウンドから正
規の距離（18.44 m）の位置にいる捕
手に向かって投じたボールを打撃する
かたちで実施しました．投球の順番は
コンピュータによりランダムに決められ
ており，打者はどちらの球種が投じら
れるかは知らされていない状態でした．

本実験時の投手の球速は，ストレー
ト が 平 均125.1 km/h（ 標 準 偏 差2.6 
km/h），チェンジアップが平均101.3 
km/h（標準偏差4.5 km/h），投手のボー
ルリリースから打者の打撃インパクト

（空振りの場合は通過）までの時間は，
ストレートが平均491 ms（標準偏差
10 ms），チェンジアップが平均581 
ms（標準偏差22 ms）でした．したがっ
て，元プロ野球選手にとってはやや余
裕を持って対応できる球速 ・ 時間制約
であったと考えられます．

以下では，典型的な打撃結果であっ
た 3 スイングを例に挙げて考察して
いきます．取り上げるのは，ストレー
トを強打したスイング，チェンジアッ
プを強打したスイング，チェンジアッ
プを空振りしたスイングの 3 スイン
グです（表）．

バッティングの時間構造

はじめに，ストレートに対するスイ
ング動作を例に，野球のバッティング
動作の基本構造を概観します．全体的
な時空間構造を把握しやすくするため
に，打者の全身各部位の速度をヒート
マップで示しました（図 1（a））．ここ
では見易さのために，分析区間（投手

アスリート 運動解析 タイミング調整

＊	本実験では，慣性センサ式のモーションキャプ
チャスーツ（MVN BIOMECH Link, Xsense社
製）を使用して運動を計測しています（サンプ
リングレート：240 Hz）．このスーツを用いるこ
とで，投球 ・ 打球が飛来するフィールド内にカ
メラ等を設置することなく，また被験者のスイ
ング動作を拘束することなく運動を計測するこ
とができます．

野球バッティングの運動解析から分かる打者の
優れたタイミング調整

野球のバッティングでは，投手がボールをリリースしてから打者の手元
に到達するまでの時間は，わずか500 ms程度しかありません．NTTコミュ
ニケーション科学基礎研究所では，このような極めて短い時間の中で無自
覚的に遂行される困難な運動を，優れたアスリートがどのようにして達成
しているのかに関する脳の情報処理の仕組みについて解明しようとしてい
ます．本稿では，実際の投手－打者対戦時の運動解析技術を通じて明らか
となったバッティングの脳情報処理の時間構造について紹介します．
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のボールリリース前後1000 ms）内の
最大速度に対する割合として示してい
ます．色が赤くなっている個所ほど，
速く動いているということを表してい
ます．そして，これらの速度を下肢，
体幹，上肢の 3 要素ごとに分けて加算
した時間波形および特徴的なイベント
時刻を示しました（図 1（b））．打者は，
投球モーションに合わせて踏み込み足
を上げてタイミングを計り，その足を
投手方向へ踏み出しつつ重心を平行移

動させます．そして，ボールリリース
後350 ms付近で，踏み込み足を接地
して重心移動を止め，同時期に体幹部
の回転を伴いながら上肢の速度を上昇
させます．このようにバッティングで
は，下肢で生み出したエネルギーを体
幹，上肢，バットへと連鎖的に伝達す
ることで，大きなバットヘッド速度を
生み出します（2）．運動連鎖といわれる
このような動作特徴は，バッティング
に限らず，ピッチング，ゴルフスイン

グ，バドミントンのスマッシュなどさ
まざまなスポーツ動作に共通してみら
れる重要な技術要素であると考えられ
ています（3）．

チェンジアップにいつ，どのよう
にして対応するのか？

本実験のように，ストレートとチェ
ンジアップのどちらが投じられるか分
からない状況では，打者は基本的に速
い球にタイミングを合わせて運動を開
始すると考えられています（4）．つまり，
ストレートに合わせてスイング動作を
開始した後，投じられたボールがチェ
ンジアップであった場合は，手元に来
るまでの約90 msの時間差を埋めるた
めの運動タイミングの調整，いわゆる

“タメ”が必要ということになります．
それでは，一連のスイング動作の中

で，いつ，どのようにして運動を調整
するのでしょうか．これらを明らかに
するために，チェンジアップを強打す
ることができたスイングをストレート
のスイングと比較しました（図 ₂ ）．
上肢の速度波形とイベント時刻に着目
すると，チェンジアップに対しては，
バットスイングの開始時刻を遅らせる
ことができており，その結果，インパ
クト時刻も遅らせられていることが分
かります．このとき下肢と体幹部に着
目すると，投手のボールリリースから
約300 msまでは球種にかかわらず同
じような波形を示しますが，その後，

表　典型例の基本情報

球種 球速 （km/h） リリースからインパクトまでの時間 
（ms）

スイング速度
 （km/h） 結果

ストレート 123.₉ 4₉6 114.4 強打
チェンジアップ 103.7 ₅7₉ 124.4 強打
チェンジアップ 10₉.₉ ₅33 106.0 空振り

（比較）
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図 1 　野球のバッティング動作の時空間構造
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ストレートに対しては，体幹部の速度
が減速する一方で，チェンジアップに
対してはその後もしばらく上昇を続け
ます（図 2 の矢印付近）．このときの
腰部の位置変化からは，下向きの運動

（沈み込み）が観測されます（図 3 ）．
つまり，打者は，踏み込み足の接地に
向けて身体重心を徐々に沈み込ませ，
チェンジアップに対応するときは，そ
の沈み込みを継続することで踏み込み
足を接地するタイミングを調整し，そ
の後に続くスイングを遅らせることが
できていたと考えられるのです．

一方，空振りしたスイングでは，全
体的にストレートと同じような波形を
示しており，体幹部の継続的な沈み込
みがなく，踏み込み足の接地，バット
スイングの開始時間もストレートと同
じタイミングで生じています．その結

果，チェンジアップのタイミングに合
わせてスイングを調整することができ
ずに空振りしてしまっていることが分
かります．

このようなチェンジアップに対する
運動の調整は，投手のボールリリース
から約300 msの時点で始まっている
ことが分かります（図 3 ）．ヒトが視
覚情報を得て判断してから，運動に反
映させるまでにはおよそ150〜200 ms
程度時間がかかります．チェンジアッ
プであるという視覚情報が得られてか
ら運動に反映されるまでの時間を仮に
150 msしか要しなかったとしても，
その判断に用いられる情報が得られる
のは，投手のボールリリースから150 
ms（距離に換算すると約 5 m）程度ま
でということになります．野球では，
バットとボールが当たる瞬間までしっ

かり見なさいといった指導をされるこ
とが多いですが，人間の視覚 ・ 運動の
特性を考えると，実際にはボール軌道
後半の情報はほとんど利用できないと
いうことが分かります．

本稿で提示した結果は，ある 1 名の
元プロ野球選手のデータですが，同様
の条件で計測した他 1 名の元プロ野
球選手も，同じように300 ms付近で
の重心の沈み込みによるタイミング調
整がみられました．さらに興味深いこ
とは，同程度の時間制約である女子ソ
フトボール選手を対象とした計測にお
いても，リリースから300 ms付近か
らのタイミング調整が観測されていま
す．このように約500 msという時間
制約の中では，視覚情報から運動調整
までにかかる時間（約150 msと仮定）
とスイング動作にかかる時間（約200 
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図 2 　上肢・体幹・下肢の移動速度と動作イベント時刻
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ms）を差し引いたリリース後150 ms
までにいかにして判断に使える情報を
取得するか，逆に投手側からするとこ
ういった情報をいかに与えないかが，
打つ ・ 打たれないための重要なポイン
トになると考えられます．

今後の展開

本稿では，投手のボールリリース後
150 msまでという“時間”に着目し
て議論してきました．この150 msま
での時間には，投手の投球フォームや
リリース直後のボール軌道が主な情報
として含まれますが，“どちらの”情
報が判断に効いているのかについては
明らかにできていません．この問題を
解決すべく，私たちのプロジェクトで
は，VR（Virtual Reality）技術を使
用した研究にも取り組み始めていま
す．VR上では，投球フォームやボー
ル軌道を自由に操作することができる
ため，そのときの打者の運動を実戦と
同じように計測することで，本稿の結
果を深堀できる可能性があります．

本稿で紹介した内容は，野球のバッ
ティングのように500 ms以下という
非常に短い時間で，かつ全身運動とし
て行われている運動課題がどのような
メカニズムで達成されているのかを明
らかにするための第一歩となる研究で
す．実際のバッティングで，優れた打
者がどのような運動を行っているのか
を正確に把握することで，重要なエッ
センスは何か，どこに着目すべきかを
考える手掛かりになります．それに
よって着目した要素を深堀するため
に，VRを使用したり，腕のみで行う
運動課題に落とし込んだり，時には脳
活動を計測したりします．そうして深
堀することによって，バッティングの
真のメカニズムに迫ることができると
考えています．

また，本研究で紹介した解析技術は
選手個々の特徴をとらえる，評価する
といった現場のニーズにもこたえるこ
とができます．実際に，チェンジアッ
プへの対応という限定的な課題であっ
ても，対応できる ・ できない，対応の

戦略が異なるといった選手個々の特徴
も見え始めており，ご協力いただいて
いるチームへのフィードバックを実施
しています．今後もこのような取り組
みを進めることで，スポーツ現場へ直
接貢献するととともに，スポーツ科学，
脳科学分野の発展に寄与していきたい
と考えています．
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図 3 　腰部の高さ位置の時間変化
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バッティングのように厳しい時間制約下
で遂行される運動は，アスリートの高度に
発達した情報処理機構の上に成り立ってい
ます．これらのメカニズムを解明すること
で，スポーツ技能を向上させるとともに，
人間の感覚運動の特性理解につながる研究
を進めていきます．
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