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1. はじめに
　ソフトボール競技は、野球と類似し
たスポーツで、2020 年東京五輪にお
いて野球・ソフトボール競技として
復活を果たし、メダル獲得が期待され
る注目度の高い競技である。1996年
アトランタ大会から2008 年北京大会
までの計 4 回、五輪競技として正式採
用され、2008 年北京大会では日本が
米国に勝利して金メダルを獲得した

（表 1 ）。また、1998 年に富士宮市で
開催された世界選手権を期に、世界の
トップチームとして上位入賞を果た
しており（表 2 ）、日本におけるソフト
ボール競技のレベルが世界トップクラ
スであることは言うまでもない。
　ソフトボールは、周知のとおり野球
をスモールにした競技であり、物理的
な距離をはじめ、試合時間（ 7 イニン
グ）も 2 時間以内に終了することが多
い。しかしながら、競技を行なう上で
野球とは異なる動作要素があり、かつ
ルールにも独特かつ複雑なものがあ
る。

　ところが、野球に関してプロ野球の
TV放送が少なくなった影響で、プロ
野球の球団名やプロ野球選手の名前を
知らない、ルールも全くわからないと
いう大人や子どもたちが増加している
ことも影響してか、ソフトボール競技
においても 2008 年から 10 年経過し、
北京五輪で金メダルを獲得したことを
知らないという人も増えている。
　本稿では、ソフトボール競技におけ
る現状と今後の課題について、現場お
よび研究の観点から、著者自身の見解
も含めて紹介する。

2. 野球に関する現状について
　ソフトボール競技に類似した野球に
ついては、非常に多くの研究が行なわ

れており、打撃、投球、捕球、走塁、
戦術・戦略、ゲーム分析、メンタルな
ど、様々な要素や項目について検討が
なされている（3,4,6,10,11,13-17,19,20）。
　しかしながら、その競技特性上、技
術的要素が高い割合を占める一方で、
技術だけでは補うことのできない、複
雑な動きを成功させるための筋・脂肪・
骨などの身体を構成する組織量および
身体組成の比率も重要となるため、競
技力向上との結びつきは直接的ではな
いとの指摘もされている。
　現在の野球界（例えばMLB：メジャー
リーグベースボール、NPB：日本野
球機構・プロ野球）においては、選
手 や 指 導 者 だ け で な く、 観 る 人 が
興味関心をもつために、TrackMan

変わりゆくスポーツと科学 パート34

表 1　ソフトボール競技における五輪の結果

大会名 金 銀 銅

1996 アトランタ 米国 中国 オーストラリア

2000 シドニー 米国 日本 オーストラリア

2004 アテネ 米国 オーストラリア 日本

2008 北京 日本 米国 オーストラリア
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（TRACKMAN社、デンマーク）など
のトラッキングシステムの導入によっ
て、投手が投じる球の道筋や回転数、
打者のスイングの軌道などが数値デー
タとして視覚的にも即時に取得でき、
データを駆使したより細かい試合戦術
が編み出され、飛躍的に広く普及し
ている。また、2003 年に出版された

「Moneyball」をきっかけに、セイバー
メトリクス理論に基づいて、野球の統
計科学も認知されてきた。
　カメラによる画像解析はPITCHf/x

（またはFIELDf/x、Sportvision社、米
国）が用いられ、TrackManとPITCHf/
xの両方を用いて、テレビ放送などに
情報を提供しているのがスタットキャ
スト（Statcast）といわれるものである。
MLBアドバンストメディア社によっ
て 2015 年にMLBのすべての本拠地球
場に導入され、トラッキングシステム
で収集したデータを試合の中継中に表

図 1　MLBにおけるスタットキャストで計算された数値の例

表 2　ソフトボール競技における世界選手権の結果

回 年 開催地 参加チーム数 優勝国 準優勝国 日本成績
世界女子ソフトボール選手権（World Women's Softball Championship）
1 1965 年 オーストラリア・メルボルン 5 オーストラリア 米国 3 位
2 1970 年 日本・大阪 9 日本 米国 優勝
3 1974 年 米国・ストラトフォード 15 米国 日本 準優勝
4 1978 年 エルサルバドル・サンサルバドル 15 米国 カナダ 不参加
5 1982 年 台湾・台北 23 ニュージーランド 台湾 不参加
6 1986 年 ニュージーランド・オークランド 12 米国 中国 8 位
7 1990 年 米国・ノーマル 20 米国 ニュージーランド 5 位
8 1994 年 カナダ・セントジョンズ 28→27 米国 中国 7 位
9 1998 年 日本・富士宮市 17 米国 オーストラリア 3 位
10 2002 年 カナダ・サスカトゥーン 16 米国 日本 準優勝
11 2006 年 中国・北京 16→15 米国 日本 準優勝
12 2010 年 ベネズエラ・カラカス 16 米国 日本 準優勝
13 2012 年 カナダ・ホワイトホース 16 日本 米国 優勝
14 2014 年 オランダ・ハールレム 16 日本 米国 優勝
WBSC世界女子ソフトボール選手権（WBSC World Women's Softball Championship）
15 2016 年 カナダ・サレー 31 米国 日本 準優勝
16 2018 年 日本・千葉市 16 米国 日本 準優勝
WBSC女子ソフトボール・ワールドカップ（WBSC Women's Softball World Cup）
17 2021 年 未定 未定

示し、観る人を楽しませるためにも有
効に活用されている。実際には、ホー
ムランの飛距離をはじめ、ボールの角
度、初速、高さ、滞空時間を表示した
り、野手がボールに反応した時間、走っ
た距離、疾走速度などの数値を表示し
ている（5）。また選手の評価において
も、投手でいえばボールの回転数や
軸、リリースポイント等も数値化でき
るため、評価のひとつとして活用され

ている（図 1 ）。さらにはAI（Artificial 
Intelligence：人工知能）を導入して
配球分析を行なっている球団や、VR

（Virtual Reality）を用いて、投球され
たボールのタイミングや球筋をゲーム
感覚で体験することができるシステム
もある。最近では、スタットキャスト
から算出された打撃情報を基にフライ
ボール革命という言葉も生まれ、MLB
ではフライを打つ指導や練習が現在の
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主流であるといわれている。
　図 2 は、バレルゾーン（ホームラン
になりやすい打球速度と打球角度の組
み合わせ）での打撃図であり、打球速
度 158 km/h以上、角度 26 ～ 30 °が最
も打球が飛ぶとされている。MLB過去
最多の本塁打数は、それまで 2000 年
に記録した 5,693 本（シーズン総計）
が最多本塁打数であったが、2017 年
に 6,105 本（ 412 本増加）を記録し、シー
ズン総計を大幅に増加したことも報告
されており、科学的データが指導現場
でも重要視され、活用されていること
がみてとれる（1）。

3. ソフトボール競技における現状
　ソフトボール競技は、日本において
はプロチームはなく、実業団やクラブ
チームが主である。日本トップリーグ
連携機構に加盟している日本女子ソフ
トボールリーグ機構は、1 部 12 球団、
2 部 14 球団で構成され、リーグ戦が開
催されており、上野由岐子投手をはじ
め日本代表選手が多く在籍する。しか
しながら、野球と比較すると、各企業
やチームの財政面をはじめ、練習環境
やサポート体制は非常に手薄な状況で
あるのが現状である。試合会場は野球
場を借用し、仮設のフェンスを外野等
に張ってソフトボールの大会を実施す
ることが多く、ソフトボール専用球場
を確保しているチームは非常に少ない
のが現状である。また、リソース（人
材や時間）の不足もあり、研究や分析
を緻密に行ない、競技力向上に繋げる
ことが難しい環境にある。競技を分析
する人材やそれを活用する機会も少な
いので、野球と比較すると恵まれてい
る環境で競技できているとは言い難
い。その中で、著者をはじめ多くのソ
フトボール指導者は、主観的な感覚（い
わばセンス）で選手の評価や競技中の

分析を行なっていることが多いと思わ
れる。
　一方で海外に目を向けると、ソフト
ボールの盛んな米国では、346 大学が
NCAA（全米大学運動協会：National 
Collegiate Athletic Association）に加盟
しており（D［ディビジョン］Ⅰ：296 大
学、DⅡ：25 大学、DⅢ：25 大学、女
子のみ）、その年のチャンピオンを決
め るWomen’s College World Series

（WCWS）では、テレビ中継をはじめ
多くの観客（ファイナルゲームは 1 万
人以上）も会場に駆けつけ、チケット
が即完売になるほど非常に人気のある
スポーツである。また、スポンサーも

多く、試合会場には多くの出店もあり、
子どもが遊べる遊具や無料で楽しめる
バッティングコーナー、ストラックア
ウトなど、身近にソフトボールが楽し
めるコーナーが設けられている（21）。
　米国の大学の多くは、図 3 のような
規模の専用グランドとサブグランドを
保持しており、練習環境や試合環境も
整備されている。選手には留学生も多
く、近隣のカナダ、メキシコ、プエ
ルトリコをはじめ、オーストラリア、
ニュージーランドの高校生が米国の大
学に進学、または留学し、ソフトボー
ル競技の競技力向上を図っている。日
本人選手は現在見受けられないが、今

図 2　バレルゾーンでの打撃図（MLB.com：http://m.mlb.com/glossary/statcast/barrel）

図 3　Women’s College World Series
（WCWS）の風景（上）とUSA Softball Hall 
Of Fame Stadium（右）
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後現れてくることを期待したい。また、
各大学にはゲーム分析を行なうアナリ
ストが存在し、試合中にバックネット
裏等で投手の配球分析や打球方向の分
析等も行なって全て数値化されてお
り、競技力向上にも役立てている。
　一方図 4 は、全日本大学ソフトボー
ル連盟における加盟チーム数と登録人
数の推移である。男子は、133 大学、
女子は 103 大学の加盟数であり、女子
については米国と比較すると 1 / 3 の規
模である。ただし女子については、五
輪の開催種目ということもあり、各大
学がチームを作り、2006 年から上昇
傾向が見受けられる（23）。
　図 5 は、（公財）日本中体連ソフト
ボール加盟校数（女子）の推移であり

（9）、1991 年をピーク（ 4,785校）に過
半数まで激減していることがわかる。
これは、少子高齢化による競技人口の
減少に歯止めをかけることができず、
中学・高校でソフトボールを行なう子
どもたちが減少しているとともに、現
在の中学生にとっては、練習時間と用
具費の負担が大きいこと、さらには
幼児期の段階での経験値（公園等でも
キャッチボールが禁止となっている場
所が多い）が乏しいこと、あるいは他
競技を行なう等も減少の一因となって

図 4　全日本大学ソフトボール連盟における加盟チーム数（右）および登録人数（左）（男女）の推移（ 2006 ～ 2017 年）

図 5　（公財）日本中体連ソフトボール加盟校数（女子）の推移（ 1989 ～ 2017 年）

いる。これは当然、高校、大学、さら
には実業団等にも影響し、競技力の低
下を招くことが推察される。また、競
技力だけでなく、審判、記録、放送な
ど、大会を運営する人材確保も行なっ
ていかなければならず、様々な部分で
削減や縮小せざるをえない状況になる
ことも推察される。
　ソフトボール競技に限らず、その他
多くの競技団体も、少子化による競技
人口の減少を懸念しているであろう。
その競技の魅力やスポーツを行なう本
当の意味を伝え、競技に関与する人材
を作り、残していくことも、各競技団
体に求められているかもしれない。

4. ソフトボールに関する現場への
応用

4 - 1 距離と時間について
　ソフトボール競技の塁間は 18.29 m
であり、野球（ 27.431 m）と比較する
と、9.14 ｍほど短い。走力のある打者

（スラップ：左打ちで走りながら打撃）
は、塁間 2 秒 8 を切るタイムで疾走す
る。つまり、2 秒 8 以内で打者をアウ
トにしなければならず、その時間内に
ゴロを捕球し一塁まで送球をしなけれ
ばならない。ダブルプレーにおいても
同様であり、限られた時間の中（ダブ
ルプレーは 3 秒以内）でプレーを成立
させなければ（例えば、6 - 4 - 3 などの
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プレー）実際に試合ではダブルプレー
をとることはきわめて困難である。
　一方で 18.29 mの塁間を 2 秒 8 で走
る疾走速度は、6.53 m/sである。つま
り、0.1 秒では 65.3 cm進む速度で走る
ことになるため、緻密な送球とタッチ
プレーが必要になる。送球が 60 cm程
度、狙っていた場所から逸れてしまっ
ただけで、アウトがセーフになってし
まう（ 0.1 秒の間に足がベースに到達
してしまう）。図 6 においても、三塁
手への送球が、正確に送球されていれ
ば、走者はアウトになっているプレー
である（図 7 も同様である）。外野手の
タッチアップについても、仮に、塁
間を 3 秒で走る能力のある走者であれ
は、捕球から持ち替え、リリースまで
に 0.5 秒程度、残り 2.5 秒以内にリリー
スポイントから捕手へボールを到達さ
せなければならない。外野手自身のス
ローイング能力にもよるが、走者の疾
走能力と捕球位置、そして、自身のス
ローイング能力を日頃から把握し、理
解した上で、ポジショニングを考慮す
る必要性がある。指導者は、選手に応
じてのポジショニングやカットプレー
の位置を理解させ、実際の試合で、限
られた時間内で、緻密なプレーを実施
させなければならない。
　以上のように、ソフトボール競技も

野球と同様に、常に一つひとつのプ
レーに速度と正確性が求められるとと
もに、優先順位や状況判断等も加わる
ため、非常に難しいスポーツである。
指導者と競技者は、距離と時間関係を
把握、理解しつつ、プレー開始前に緻
密な準備と実行することを共有した上
で、競技を行なう必要がある。

4 - 2 配球における打球方向とポジショ
ニングについて

　守備を行なう上で、準備と確認と共
通理解が非常に大事になってくる。打
者の特性を把握した上で、配球を組み
立て、野手が守備の準備を行なうこと
で、取れなかったアウトが取れるよう
になることもある。
　事前に、打者の特徴や傾向を把握す
ることは、勝利に大きく貢献するため、
あらかじめ調査する必要性がある。ま
た、瞬時に打者の特性を見抜く洞察力
も必要になるため、研ぎ澄まされた
集中力と経験値が必要になってくる。
図 8 は、打者の構えのチェックポイン
トである。上からバットのトップ位置、
グリップ位置、右肩の動きや開き（ホー
ムベースに対して）、腰、膝、両足の
動き等、さらには、打撃動作に移った
際の、肘の動きや、バットスイングの
軌道、ミートポイント、球種やコース

によっての対応力等もチェックするポ
イントである。
　日本女子トップリーグ（ 1 部）は、
リーグ戦で年間 22 試合である。打席
数については、年間約 80 打席程度で
あり、最多安打も 25 本程度である。
プロ野球と比較すると試合数が少な
く、打者や投手の傾向を意味ある形で
数値化するためには情報量が足りない
ということも多く、瞬時に打者の特性
を見抜く、洞察力が必要になってくる。

4 - 3 投手について
　ソフトボール競技の投手は、ウィン
ドミル投法が主流である。ウィンドミ
ル投法は、肩を中心として投球腕を一
回転させる投法であり、非常に複雑な
動作でもある（図 9 ）。
　また、ウィンドミル投法は、リリー
ス時に、前腕部を大腿部に接触させる

「ブラッシング」という非常に複雑な
動作があり、これが速度の向上やコン
トロールの安定性を図る重要な役割を
担っている。また、変化球の球種によっ
てブラッシングの強弱が必要になる。
この動作が非常に難しく、習得するま
でに時間を要する。著者も大学の授業
や多くの実技講習会等で指導を行なっ
ているが、簡単に習得できる動作では
ないため、ソフトボール競技が普及・

図 6　三塁手が走者をタッチするシーン（実際にはセーフ） 図 7　捕手が走者をタッチアウトにするシーン（実際にはセーフ）
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発展していかない、大きな理由がこの
動作にもあるかもしれない。また、こ
の動作は、不明瞭な部分が非常に多く、
著者も投手として 15 年以上ウィンド
ミル投法を行なってきているが、わか
らないことが多い。

4 - 4 ウィンドミル投法とブラッシング
について

　（公財）日本ソフトボール協会指導教
本（8）におけるウィンドミル投法の動
作解析をみると、前腕部が大腿部に接
触する直前に前腕はほぼ回転運動から
並進運動に移り、ここからブラッシン
グが開始される。ブラッシングの位置
は、投球腕のやや内側である（図 10 ）
が、投手によって前腕の接触する部分
は異なる。
　図 11 は、投球面へ投影した上腕の回
転速度である。投球方向に向けて上腕
の回転速度は徐々に加速していくが、
ブラッシング直後に急激に速度が減少
し、リリース時には負の回転速度を示
している。つまり、ブラッシングの力
は投球方向とは逆方向に働き、急激に
ブレーキをかけているということにな
る。これに関して、図 12 は、右側か
らみた投球腕のスティックピクチャー
である。これをみると、リリース直前
で上腕が逆方向に回転する局面が見受
けられる。また図 13 は、ボールおよ
び各関節の速度である。ブラッシング
によって手首や肘の速度は減少してい
るが、末端のボールは加速し続けてい
ることがわかる。これは、肘（の上方）
に力が加わるため、回転作用が生まれ、
これによって末端に位置するボール
が加速するものであると報告されてい
る。さらに図 14 は、肘の屈曲・伸展
の角度である。投球腕は、肘をやや屈
曲させた状態で回転しており、伸展し
ながらブラッシングをし、肩の内旋の

図 8　打者の構えのチェックポイント

図 9　ウィンドミル投法の連続写真

図 10　ブラッシング時の写真
（著者）

図 11　投球面へ投影した上腕の回転速度

回転速度（上腕の捻じれ速度）の急激な
増加が認められている（図 15 ）。やや
肘を屈曲させた状態でブラッシング動
作に向かうことにより、上腕の長軸周
りの「捻じり」が生まれ、末端のボール
が加速されることも報告されている。

以上により、ウィンドミル投法におけ
るブラッシング動作がボールを加速す
る役割を担っていることがわかるだろ
う。応用として、著者が指導現場でア
ドバイスする際には、投手に対して「肩
を振りなさい」という言葉を用いるこ
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とがある。図 13 によれば、手首、肘の
速度は減少するが、若干であるが肩の
速度の向上が見受けられるし、図 15 に
よれば肩の内旋速度（上腕の捻じり速
度）が向上している。よって投球腕の
肩の動きや働きへの意識は、速度向上
の重要なポイントと捉えている。
　上記に加えて、他にもブラッシング
の役割としてボールリリースの安定が
ある。前腕にブラッシングによるアク
セント（合図）が入り、その後ボール
を放すということを繰り返し練習す
ることで、そのアクセントがボールを
リリースするトリガーとなり、リリー

図 12　右側から見た腕の動き

図 13　ボールおよび各関節の速度

図 14　肘の屈曲・伸展の角度 図 15　肩の内旋の回転速度（上腕の捻り速度）

スポイントの安定、つまりボールコン
トロールの安定にもつながると思われ
る。
　以上の情報は、速球（ストレート）に
関するものであり、変化球については、
まだ詳しく研究がなされていないが、
ブラッシングの効果や役割（リリース
ポイントやブラッシングの位置および
強弱）は、変化球によって異なり、男
女差や投球フォームの違い、ボールの
回転数や軸等もそれぞれで異なるだろ
う。また、下半身の動きやエネルギー
を上肢に伝えるエネルギー効率であっ
たり、投球フォーム（ノーマルステッ

プなのか 2 段ステップなのか）の違いに
よる報告等もなされていないため、今
後の研究課題にしたいと思う。
　ウィンドミル投法は、腕を一回転さ
せる際、打者から投球腕がすべて見え
る。図 16 のように、ボールの握りが
わかることがある（この場合はライズ
ボール）ため、瞬時に変化球を見抜く
打者も多く存在する。また、腕を一回
転させることから、投球腕の振りと
ボール速度が一致しやすい傾向にある
ため、打者は比較的タイミングが取り
やすいともいわれる。
　変化球のひとつにライズボールとい
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う、打者の手元で浮き上がる球種があ
る。これは野球にはない軌道でボール
が動くため、野球からソフトボールに
競技転向する選手は、非常に苦労する
ともいわれる。しかし一方でそれがソ
フトボール競技の魅力のひとつでもあ
る。

4 - 5 GEMについて（発掘・育成・強化
について）

　（公財）日本ソフトボール協会では、
GEM（意味：原石）プロジェクトが始
動しており、日本の女子ソフトボール
の強化の土台となる将来的な人材の発
掘・育成・強化を目指したジュニア世
代を対象としたプロジェクトのことで
ある。
　ジュニア世代を年代ごとに区切り、
GEM 1 （Ｕ 14 ／ 14 歳以下、中学 1 ～
2 年 生 対 象 ）、GEM 2 （ Ｕ 16 ／ 16 歳
以下、中学 3 年生～高校 1 年生対象）、
GEM 3 （Ｕ 19 ／ 19 歳以下、高校 2 年
生～大学 1 年生・日本リーグ在籍 1 年
目の選手対象）の強化が行なわれ、ジュ
ニア期の頃から、海外遠征をはじめ、
強化合宿など実施されている。そして、
TOPチームを頂点とした組織的な強化
の連携を重視しており、選手の競技力
向上を図っている。

5. 今後の課題
　前述のとおり、ソフトボール競技は
まだまだマイナー競技であり、すべて
において野球の後追いをしている状況
である。試合会場で使用している野球
場をはじめ、トレーニング方法、指導
法、研究などについても、多くの面で
野球の恩恵を受けて、様々なことがで
き競技力向上や普及、発展に繋げるこ
とができている。
　しかしながら、ソフトボール競技に
も学ぶべき要素も多く存在すると思っ
ている。特に、競技場の距離が狭いた
め、野球よりもより正確に素早い動作
や判断力が必要になってくる。また、
投手のウィンドミル投法は、複雑な運
動連鎖が生むきわめて難しい投球動作
でもあり、習得は困難であるが、その
動作に秘められたいくつかのポイント
は、他の競技に類似する動きが多く含
まれている可能性もある。
　また、ウィンドミル投法から繰り出
されるライズボールは、野球にはない
ボールの軌道になるため、現在野球の
打撃でいわれているバレルゾーンの存
在の有無は、非常に興味があるととも
に、研究課題として捉えることもでき
る。主観的ではあるが、ライズボール
をボールの下で捉えてしまうと、フラ

イアウトになってしまうため、ソフト
ボール競技に特化した打撃スタイルが
あるかもしれない。
　最後に、今後ソフトボール競技が国
際的に普及し、世界に認知されるには、
オリンピック正式種目への定着が絶対
条件である。また前述したが、子ども
の競技人口を増加させるためには、こ
の競技を心の底から「楽しい」と思って
もらうことが必要不可欠である。そし
て「楽しみ」から「上手になる」過程を大
切にするためには、科学的理論に基づ
いた選手の育成システムが必要であ
り、研究結果も含め先を見据えた将来
の在り方を考えていかなければならな
い。
　著者自身、ソフトボール競技に携わ
り競技に打ち込んできた身として、こ
れからもソフトボール競技の魅力を多
くの人に伝え、競技力の向上だけでな
く、研究をはじめ、普及発展にも力を
注いでいきたいと思う。◆
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プロ野球S&C研究会合同セミナー
高校またはプロ野球界ではどのようなトレーニングが行なわれているのか、
傷害に対してどのような対策が取られているのか。高校野球とプロ野球、
双方の立場から複数の講演者が登壇し、お話しいただきます。

■共　催：プロ野球ストレングス＆コンディショニング研究会
■後　援：株式会社パソナ
■日　時：2018年12月16日（日）9：30～ 17：40（懇親会18：00～ 19：30）
■会　場：株式会社パソナ（東京都千代田区大手町2-6-2）
■C E U：0.6（カテゴリーA）
■定　員：200名
■参加費（税込）：NSCA会員・プロ野球S&C会員 6,480円　一般 9,720円
　　　　　　　　懇親会別途 4,000円　※講師も複数名参加予定です。




