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野球中継などで良いストレートを指す表現として、 

『 初速と終速の差が小さい！ 』 

という言葉がよく用いられる。 
それはいわゆる、ストレートにおけるノビと考えられてきた。

　　分析の目的

打者がどのようなストレートに対してコンタクトすることが容易なのか、
もしくはコンタクトすることが困難なのかを統計モデルを用いて定量的に
明らかにする。

分析の目的

➡  空振りとの関係を分析することで、ノビを考えたい。
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• ここでは、トラッキングデータにおける
フォーシーム(FF)を対象に分析を行う。
フォーシームをストレートと表記する。

　　コンタクトの定義

投球結果 コンタクト

空振りストライク 非コンタクト

ファウル コンタクト

凡打 コンタクト

ヒット・ 
エラー出塁 コンタクト

表：投球結果とコンタクト

投手が投じた１球ごとのストレートのトラッキングデータ(MLB2014シーズン)

日本人投手の球速差と実際のコンタクト率を対象データから比較してみることにする。

＊データスタジアム社より提供

対象データ
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• バットを振りにいってボールに対してバットを
当てることができた時をコンタクトといい、
また空振りした時を非コンタクトという。



　　コンタクト率と球速差(シーズン平均)

表：日本人投手のストレートにおける球速差、減速率、コンタクト率

各投手を比較すると、ストレートの
ノビがあると言われている上原・藤川
投手は、他の投手に比べ減速率が大
きくまた実際のコンタクト率が低い

• 球速差  =   初速  -  終速 
• 減速率  =  球速差 ÷ 初速

投手名 球速差(マイル) 減速率(%) コンタクト率(%)
田澤 7.84 8.3 0.83

ダルビッシュ 7.12 7.7 0.85

田中 7.07 7.7 0.87

黒田 7.63 8.4 0.92

藤川 7.76 8.5 0.71
岩隈 7.32 8.2 0.85

和田 7.03 7.9 0.82
上原 7.74 8.7 0.66

平均(MLB全体) 7.4 8.0 0.84

以下のように定める

上原・藤川投手のストレートは初速と終速の差(減速率)が大きい！

4

減速率最大！

• コンタクト率 ＝
(コンタクト数)＋(非コンタクト数)

(コンタクト数)



コンタクトと球速差の関係を統計的に分析するため、球速差を説明変数に用いた
ロジスティック回帰モデルを導入する。 

　　ロジスティック回帰モデル

log
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◆
= ↵+ �gapi×(球速差) i = 1, 2, ..., n

ロジスティック回帰モデル

つまり、このモデルは球速差を用いてコンタクトを説明するモデル

 : コンタクト確率 ：データ数

⬇
データを用いてパラメータα,βを推定する

log

✓
pi

1� pi

◆
= ↵+ �gapiは対数オッズという。対数オッズが増加すると確率　  は増加する。
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　　ロジスティック回帰モデル｜推定結果

推定値 標準偏差 p値

α 3.2 0.076 < 2×10-16

β -0.21 0.014 < 2×10-16

推定結果によると、パラメータβの推定値は負であった。
つまり球速差はコンタクト確率に対して負の効果を持って
おり、また強く有意。

空振りが取れるストレートは初速と終速の差が大きい！？

⬇
結果から考えられること

表：推定結果

推定から球速差が大きくなることにより
コンタクト確率が低下するという結果が
得られたが、実際には球速差と関係して
いる別の変数が存在するのでは？

次に、変化量というデータに着目したい。

⬇
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　　日本人投手の変化量の比較

横変化量

1.ストレートは、(ほとんど) 縦変化量がプラス 

2.ストレートは、(ほとんど) シュート方向に変化　 

3.同じ球種(ストレート)であっても投手によって
ボールの変化は様々

⬇
上原投手は縦変化量が大きく、岩隈投手は横変化量
が大きいなどの特徴が存在する。また左投手(和田
投手)と右投手(和田投手以外)で大きく横変化量が
異なる。          

変化量とは、ボールが物理的な運動に従って到達する点と、実際の(回転などで 
引き起こされた変化によって)到達した点との偏差。 (インチ=2.54cm単位)

変化量

ファースト方向サード方向

縦 
変 
化 
量

和田
上原

ダルビッシュ・田中

岩隈

ダルビッシュ 
岩隈 
田中 
上原 
和田

図：日本人投手(ダルビッシュ , 岩隈 , 田中 , 上原 , 和田)のストレートの変化量
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一般化加法モデルを用いる利点： 

1. 二値の目的変数に適用可能                    
(ロジスティック回帰モデルを含むモデル) 

2. スプライン関数(なめらかな関数)を用いる
ことにより、現象によりあったモデルを
構築することが可能 

3. 視覚化によって理解しやすい

　　一般化加法モデルの導入
一般化加法モデル(Generalized Additive Model : GAM)は、説明変数のスプライン関数
を用いて現象を説明するモデルで、一般化線形モデル(ロジスティック回帰モデル)を拡張
したモデル

図：MLB全体のストレートの変化量(青：右投手、赤：左投手)

横変化量

縦 
変 
化 
量

縦変化量,横変化量とコンタクトとの関係を柔軟に
モデリングしたい！
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　　一般化加法モデルと用いたデータ

球速 スプライン関数

一球前との球速差(初球は0) スプライン関数

　リリース点 (x-z軸) ２変量スプライン関数

横変化量・縦変化量 ２変量スプライン関数

コース・高さ ２変量スプライン関数

先ほどと同様にコンタクト確率　  に対するロジスティック回帰モデルを考える。 
変化量や球速などの変数に対してスプライン関数を適用しコンタクトを説明するモデル。

スプライン関数を用いたロジスティック回帰モデル

表：平滑項に含めたデータ

 : コンタクト確率 ：スプライン関数

線形項 平滑項

ストライクカウント
カテゴリカル変数 
(３つのデータを 
まとめた変数)

ボールカウント

アウトカウント

　対戦打者打率 　　　　　　
(シーズン終了時) 連続変数

対角フラグ　　　　　　　　　
(打者の左右を区別する変数) カテゴリカル変数

表：線形項に含めたデータ
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 : データ



　　推定したスプライン関数の視覚化

図：変化量に対するスプライン関数の対数オッズの等高線図 
(赤の領域はコンタクトしやすく、青の領域はコンタクトしにくい)

立体図では解釈 
しにくいため 
等高線を用いる

右投手と左投手で変化が全く異なるためデータを分割してモデルを適用した。 
右投手の推定結果を示す。

図：変化量に対する推定したスプライン関数 
(x軸：横変化量、y軸：縦変化量、z軸：対数オッズ)

縦 
変 
化 
量

縦変化が大きい

縦変化が小さく 
シュート変化が大きい

サンプル点＋等高線

横変化量

色付き等高線
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コンタクト 
しやすい

コンタクト 
しにくい



　　推定結果
推定結果の推定値(線形項)と分散分析表(平滑項)

すべての変数においてp値が十分に小さく、コンタクトに対して影響を持つ(有意) 
という結果が得られた。また、この時AIC(赤池情報量規準)は最小となった。 
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線形項
変数 推定値 t値 p値
α(切片) 0.61 9.33 < 2×10-16
カウント ＊ ＊ < 2×10-16
対角フラグ 0.14 7.19 6.2×10-13 
打者打率 4.19 20.89 < 2×10-16

平滑項
変数 自由度 カイ二乗値 p値
球速 6 353.0 < 2×10-16

球速差(一球前) 8.4 36.11 3.6×10-5
リリース点(x-z) 17.4 463.4 < 2×10-16
横変化量・縦変化量 14.6 650.9 < 2×10-16
コース・高さ 32.2 4529.2 < 2×10-16

＊は因子変量(自由度35)なので省略



　　変化量とコンタクト確率

スピン量(＝原点からの距離)が一定のもとで、
フォームの変更等によって、図の変化を起こし
コンタクトしにくいボールを投げることも可能
であると考えられる。

コンタクト確率は16.6%ほど減少する！

ロジスティック関数において、対数オッズ
が推定した平均から1.0減少したとすると、
コンタクト確率は0.166ほど減少する。

以下の図の変化において、対数オッズは約1.0ほど減少

-1.0

0.860

0.694

平均

対数オッズ
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• 球速差との関係だけに着目すると、　　　　　　　　　　　　　　　
『空振りが取れるストレートは、初速と終速の差が大きい！？』 

• 一般化加法モデルの解析結果 

• 実際の投手のデータとモデルの解析結果から、ノビは縦変化量である
と考えられる

　　まとめ
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• 縦変化量が大きいストレート　➡　コンタクトしにくい 
• 縦変化量が小さくシュート変化するストレート　➡　コンタクトしやすい

ストレートを球速差ではなく、変化量に着目し評価することが必要。 
また、これまでのノビの議論を再考するべき！

⬇
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• 変化量と球速差の関係 
球速差が小さいストレートとは？ 
いわゆる、ジャイロ回転のボールであると考えられる。 
ジャイロ回転に近いボールは空気抵抗が小さくなり球速差が
小さくなると考えられる 
しかし、その一方でジャイロ回転のボールは理論的に変化量
が原点(0,0)の点に近づくことが知られている 

　　Appendix

つまり、球速差と変化量はトレードオフの関係にある
したがって、 

”球速差の小さい”＝”変化量の小さい”＝”コンタクトしやすい” 
という関係が成り立つ。

➡　ボールの回転軸と回転数を考えることが必要

ジャイロ回転に近い時 
変化量は原点方向に近づく



　　変化方向が斜めの投手例

チェン・ウェイン ダルビッシュ有

＊球種によって色分け



　　変化方向が横の投手例

岩隈 ダレン・オデイ 

＊球種によって色分け



　　変化方向が縦の投手例

グレッグ・ホランド クレイトン・カーショー

＊球種によって色分け


