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要旨：本論文では、野球のピッチングフォームを批評する場合の言語表現を整理し、その様

態を明らかにする。本研究は、野球の ピッチングフォームに関する言説分析を開拓する類

例のない試みであり、これを通してスポーツ研究およびスポーツ批評へ新たな視点をもた

らそうと志すものである。 

 研究対象は 2014 年度と 2015 年度の全国高等学校野球選手権大会を中継した NHK、BS

朝日の両放送のうち、ピッチングフォームに関する全ての言説、および同大会における

Twitter 上でのつぶやきである。そのうちで特徴的な言語表現を統計ソフトの KHcoder に

よって抜出し、動きなどに照らし合わせながら分析した。 

 テキスト分析を通じて、NHK、BS 朝日における高校野球中継の差異と、Twitter におけ

るコメントの特色を明らかにした。ついで、野球中継中にみられるピッチングフォームに対

するコメントと、Twitter でのコメントから慣用的な語を抽出し、その概念の意味を具体的

な動きから考察した。今回は 「オーソドックス」、「変則」、「独特」、「躍動感」という語を

中心に分析を行った。そして、ピッチングフォームにおいて批評の対象となる動きの要点と、

批評において用いられることばの語用が明らかになった。 

 これらの分析を通して、これまで曖昧なままであったピッチングフォームの動きをあら

わす言語表現を明らかにした。 

 

Abstract：This paper analyzes the linguistic representations of criticizing pitching me-

chanics in the baseball game broadcasting and comments, in order to clarify which terms 

are used in what conditions. Such linguistic representations are little studied and left 

ambiguous. 



 

スポーツ言語学研究（2016） 

 3 

This study aims to be a new trial for analyzing linguistic statements expressing move-

ments in baseball games and hopes to suggest a new aspect of research in the discourse 

of Sports Language. All the linguistic representations on pitching mechanics in two TV 

broadcasting of Japan National High School Baseball Championship in 2014 and 2015, 

and comments on Twitter are analyzed by KHcoder. 

The relationship between the extracted characteristic expressions and their movements 

are examined, then are clarified their differences and characteristics. Lastly, the mean-

ing of particularly idiomatic expressions, that are "orthodox", "irregular", "unique", 

"lively movement", are more closely analyzed, finding which movements attract criticiz-

ing using which expressions. This clarification in linguistic representations of the move-

ments in pitching mechanics suggests the potential of sports criticism. 

 

 

キーワード：ピッチングフォーム、野球中継、Twitter、スポーツ批評、高校野球 

Keyword：Pitching mechanics, Baseball broadcasting, Twitter, Sports criticizing, Na-

tional High School Baseball Championship 

 

 

１．はじめに 

 「大きく振りかぶって、ピッチャー、第一球投げました！」——野球中継を思い浮かべるな

らば、このセリフはどことなく耳になじみがあるものとして想起されるはずだ。本論文は、

野球の実況中継において、解説者や実況者、そして視聴者によりピッチングフォームに対し

てどのような批評がなされているかを明らかにするものである。スポーツ中継に関しては、

橋本一夫が通史的な研究を行っている1。橋本は放送史の過程において「スポーツ実況」に

ついて触れてはいるが、中心的なテーマとはしていない。そうしたなかで、岡田光弘はスポ

ーツ実況の会話分析を行い、実況者と解説者の関係性やインタビュー、発話の形式などを明

らかにしている2。また、清水泰生らは古館伊知郎を例にとり、スポーツ実況について論じ

ている3。そこではプロレス実況さえも一種の「データベース化」がなされていることが指

摘されている。またスポーツと言語という観点からは、松尾知之らはピッチングフォームを

指導する現場で、プロ野球投手経験者や熟練指導者がどのような言語を用いて発話してい

るかの研究を行なっている。彼らの研究では、雑誌に注目している部分があるが、あくまで

も多くの雑誌が異なる指摘をしていることについての言及に限っている4。 

本稿は、放送史や、実況者の魅力、および特異性を明らかにするものではない。また、松

尾らのような実践的な立場や、指導の場面において用いられることばと動きの関係性につ

いては論じない。むしろ、マスメディアがテレビという一般的な受け手が多い媒体を使用し

たうえで、どのような動きに対してどのようなことばを当てはめているのかを明らかにす

る。換言すれば、実践する投手だけではなく、野球を視聴するだけの視聴者を含めた「一般

的」受け手が、「運動のイメージ」と「ことば」の関係性をいかように受け取っているのか。
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また、一般的視聴者にむけて、どのようなイメージとことばを投げかけているのかを明らか

にすることに主眼がある。このことは、スポーツ初心者への指導などを含め、あまねくスポ

ーツ言語研究の基礎的段階に位置づけられると考えられる。 

 これまで、スポーツをめぐる言語表現に関しては、スポーツ美学の分野において多くの考

察がなされてきた。スポーツ美学には、スポーツの理想的な動きや状態を表す言語、表現に

関する研究も散見される。しかし、競技者の動作についてメディアのなかで実際に使われて

いる表現ではなく、理念的なものが議論の対象となってきた。中井正一は、スポーツ実践者

の「快」に魅力を見出し、スポーツを論じている5。そこでは、水泳のフォームを取り出し、

スポーツの実践者が「心地よい」と思うフォームこそが、美しいとしている。また中井は、

スポーツにおける美を「スポーツの解釈にあたって、私はその中に二つの要素を認める。そ

の上に複合体としてスポーツの意味が構成される。すなわちそれは競争性と筋肉操作の二

作用である。」6と二つの要素から考えている。勝部篤美は、スポーツの美的特性と美的要素

を、すばやさ、加速性、リズム、広さ、高さ、など 18種類にわけているが、その実例は多

岐にわたっている7。また競技によってその印象や表現が違うことは当然のことであるにも

関わらず、様々な競技を並列して扱っている。くわえて、実践者と観者の区別もなされてい

ない。たとえば、我々は「移動する」という同じ目的を持って歩いている人に対しても、き

れいな歩き方とそうではない歩き方を直観的に判別する。乗用車などにおいても同様に、移

動する目的だけではなく、その形状が問題となる場合がある。つまり、同じ目的を持ったも

のに対しても、様々な価値観とそれに伴う表現、動きなどが想定される。そこには、工学的

な理想形よりも、人々の価値観や、イメージが反映されているのではないか。 

 そこで、本研究では同じ目的を持ちつつも多様な動きが想定されるピッチングフォーム

を実際に使用されていることばを、動きと照らし合わせながら概念分析することによって、

スポーツの批評と、そのことばの精緻な差異を明らかにすることを目標とする。 

 

２．研究対象 

本節では、本稿が取り扱う研究対象と、その研究対象が選定された理由について述べる。

本稿が、テレビ中継において、ピッチングフォームに着目する理由は四点ある。第一に観察

対象としての安定性がある。基本的にピッチングフォームは、安定した条件のもとで繰り返

される。同じ野球であっても、バッティングフォームでは高めの球を打つ場合と、低めの球

を打つ場合では明らかに格好が異なる。その点、ピッチングフォームであれば、ルールの範

囲内ではあるものの、ある程度は自らのタイミングでその動作を始動することができる。ま

た、第二に、同じ条件下で繰り返されるピッチングフォームは、まさに一つ「型」として、

語られる場合がある。ランナーの有無などがあっても、同じ選手のピッチングフォームは、

「同一のもの」とみなされ語られる。第三に、野球のピッチングフォームはデータが豊富で

ある。一試合を通じて、先発投手であれば同一の距離で、同一の目的性のもとに、100 球以

上の投球を行う。これはほかのスポーツの動作と比較しても突出して多い。第四に、野球の

ピッチングフォームは、単一ではなく複合的な要素が必要不可欠なために、多機能的であり、

多様なものがある。投手の役割は、打者を打ち取るということであり、その目的のために、



 

スポーツ言語学研究（2016） 

 5 

様々な手段が用いられる。フォームによって投げることの難しい変化球、投げやすい変化球

なども存在する。速球に重きをおいたフォームや、制球を重視したフォームなど想定され、

どのような割合で、どの要素を入れるのかは、投手やコーチの思想により異なっている。つ

まり、様々な要素が複合的にフォームを構成するため、その要因が多様に考えられる。 

 ピッチングフォームに対して様々な言及があることが想定されるなかで、本研究は、野球

のテレビ中継での発言と、Twitter での発言の双方に着目する。また、テレビ中継も全国高

等学校野球選手権大会の放送のうち、NHK と BS 朝日が放送したものの両者を取り扱う。 

 その理由として、まず、「一つの大会」に対象を絞った理由を述べていく。この大会は、

NHK と BS 朝日の両放送局において全国放送がなされている。この大会以外に、複数の放

送局が同じ試合を中継することはほとんどない。そのため、言説の偏りがある可能性や、双

方に一致した見解などがみられると考えた。次に、高校野球の大会に注目する理由として、

プロ野球などの中継では、一方のチームに対して取材の偏る場合や言及が偏る場合が考え

られる。たとえば、プロ野球の場合では地域や報道するテレビ局、新聞社によって報道内容

が偏るということがある。しかしながら、高校野球中継では一方のチーム（高校）のファン

に肩入れをすることは少ない。仮にそういう状態があったとしても、それは試合展開上の問

題など、例外的な場合であるといえる。だが、高校野球は、プロ野球とは異なり、あくまで

も教育の一環として行われている。そのため、中継中にピッチングフォームに対して批判的

なコメントはほとんどみられない。 

 そこで、一般視聴者がつぶやく Twitter に注目した。この媒体は野球中継の担い手がほぼ

男性であるのに対して、様々な年齢層の男女が使っている。同時に中継でなされるような教

育的配慮が、個人的な「つぶやき」であるために排除されている。また、個人的な感想など

も多くみられ、野球中継では見られない嗜好や、ピッチングフォームに対する専門的ではな

い印象などについての言及があると考えた。なお、本稿では、Twitter の文章を引用する際、

プライバシーに配慮しアカウントの特定がされないよう、発言内容がかわらない範囲で顔

文字や絵文字、文体などに関して若干の変更を加えることとした。 

 本稿では、2014 年度と 2015 年度の全国高等学校野球選手権大会の中継のうち、全試合・

全中継を視聴したうえで、解説者、実況者のピッチングフォームに対するコメントを全て、

発言のままテキスト化した。また、Twitter 上でもピッチングフォームに対するコメントを

まとめた。後者に関しては、Twitter の検索機能を用いて「フォーム」と試合をしている高

校名、またはその略称を入力して「ライブ8」に表示されたものだけを扱った。「ピッチング

フォーム」ではなく、「フォーム」とした理由については、ピッチングフォームに関する発

言のうち、フォームと記入して発言されるものが多いためである。ゆえに、そのなかで明ら

かにバッティングフォームと思われるものは除外した。また、どの選手に対しての発言か不

明なもの、ニュースのタイトルに「フォーム」という語が含まれ、そのニュースの URL の

みを引用している場合ものは除外した。それらすべてのテキスト化されたデータに対して、

NHK、BS 朝日、Twitter と類別したものを、KHcoder を使用し言語の使用回数を測定し

た。そして、特徴的と思われる言語に対して概念分析を動きと照らし合わせながら行った。

なお、これらのデータ処理をするうえで、筆者による加工は行なっていない。 
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３．テレビ中継にみられるピッチングフォーム批評と一般視聴者のコメントの特徴と差異 

３．１．テレビ中継にみられる実況者、解説者によるピッチングフォーム批評 

 本節では NHK と BS 朝日のテレビ中継にみられるピッチングフォームに対する批評か

ら、放送局の特色の差異、そして放送局の狙いを明らかにする。同時に、Twitter における

コメントの特色を明らかにする。これにより、次節以降で紹介するコメントの特性を示す。 

 まず、NHK の中継において、解説者は、社会人野球で監督やコーチを務めた人間である

場合が多い。実況は、NHK のアナウンサーが担当をしている。対して、BS 朝日の中継で

はそのほとんどが、強豪高校の現監督、もしくは元監督である。BS 朝日の中継においては、

ピッチングフォームに対する発言数では実況が 314、解説が 219 と、実況者の方が多く言

及をしている。対して、NHK の中継では、実況（またはアナウンサー）が、259、解説が

280 と解説の方が多く発現している。解説者は専門的なコメントを求められることが多い。

そのため、NHK のほうがピッチングフォームを専門的なものとして語る傾向にある。 

また NHK では「サイド」という単語の登場回数も 63 と頻出している。これは、「サイド

ハンド」や「サイドスロー」のことを指すものである。また、「スリークウオーター」が 12

回ある。これらは「サイドスロー」であることや、「スリークウオーター」であることの紹

介的な意味合いが強いとみることができる。その一方で、オーバースローの投手の方が、そ

の絶対数は多いにも関わらず「オーバー」は 2 回、「オーバースロー」は 13 回と、「サイド」

関連に比べると少ない。また、アンダースローの投手もその絶対数が少ない（「アンダーハ

ンド」という言及があったのは健康福祉大学高崎の橋詰投手の一人のみ）にも関わらず、「ア

ンダーハンド」が 5 回、「アンダー」が 1 回と比較的多い。アンダーハンドに対しても紹介

的な意味合いの発言が多い。こうしたことから、オーバースローの投手はその絶対数が多い

ために、とりたてて説明や紹介をしない傾向がある。 

 一方で、BS 朝日の中継では、NHK よりもピッチングフォームを「専門性の高いもの」

としてとらえるよりはむしろ、キャッチフレーズのように使う傾向がみられる。そのため、

解説よりも実況のほうが、多くピッチングフォームについての言及があると考えられる。た

とえば、NHK ではみられない「フラミンゴ」や「ライアン」といった語が散見される。こ

れらは以下のようにして使われる。 

 

鶴岡東の福谷に対して 

実況「さあ、マウンド上の福谷が独特な、フラミンゴ投法といわれています。球と同時

に右のグラブをくいっと持ち上げて左手をさげて体の後ろに隠すようなフォーム。」9 

 

以下、2014 年大会の準々決勝、三重対沖縄尚学のアルプスリポート。 

ヒロド歩美「枝末さん、私は誰の真似をしているかわかりますか。」 

実況「足を結構高くあげました？お、ライアンか。」 

ヒロド歩美「そうです、琉球のライアンこと大智くんの投球フォームなんです。」10 
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 福谷投手の「フラミンゴ投法」は動物のフラミンゴに似ていることから名づけられている。

また、「ライアン」とは、ノーラン・ライアンという有名なメジャーリーグ選手に由来する。

山城投手のピッチングフォームが酷似していることから「ライアン」と名づけられている。

特徴的なフォームは名づけられ、その投手にとっての代名詞となり、「サイドハンド」や「ア

ンダーハンド」と同様に紹介されている。個性的なフォームは、実況だけではなく、応援席

の情報を届けるアルプスリポートでも紹介される。そのなかで BS 朝日の中継では、動きを

交えてモノマネをすることが中継中に行われ、特徴的なものとして印象付ける。 

さらに、BS 朝日の中継では、過去の選手たちとの類比に関する言及もある。BS 朝日解

説、宇佐美秀文が秋田商業の成田投手に対して「すこしビデオをみましたら、桐光学園の松

井投手に似てますね」11というコメントを残しており、現実に存在した数年前の投手との比

較をしている。さらに、実況の楠淳生の「どことなくその学校のエースの投げ方というのは

似てくるものですかね」12というよう言及もある。これらのことから、ある程度学校の伝統

のようなものがあると想定したうえで、視聴者もそれらの情報を共有していることを前提

として、情報を発信している。また、BS 朝日では NHK に比して、選手や監督のインタビ

ューに基づく証言を紹介する手法も目立つ。たとえば「成田くんは躍動感、そして自信をも

って投げてきますけど連投の影響はどうでしょうかね、とは相手の佐々木監督もいってい

ました」13と、試合前のインタビューによって明らかになった情報を試合中継中に実況が紹

介をする。NHK でも、こうしたコメントを紹介することはあるが、その量は圧倒的に BS

朝日のほうが多い。NHK では 7 回だが、BS 朝日では 28 回もこうしたコメントの紹介があ

る。同様に「修正」という単語が BS 朝日では 11 回使用されている。NHK では 7 回であ

り、若干 BS 朝日のほうが多い。東海大甲府の菊地に対して実況がした「一回戦からの修正

は成功と、ここまではみてよろしいですか？」14という発言のように、前の試合との比較な

どから、いかに修正が行われたかを解説者などに確認をする。また、「肘がさがっていたと

ころを、色々コーチと相談して修正してきたという話です」15と、インタビューで明らかに

なった修正点などの紹介をする。 

 ここまで、NHK と BS 朝日のテレビ中継内による、実況者と解説者の発言をみてきた。

これらは、いずれも語りのプロであるために、様々な配慮がみられる。そのため、高校野球

であるために、選手に対する批判などは少ない傾向にある。そこで、次節では Twitter での

一般視聴者の発言をみていく。 

 

３．２．Twitter における一般視聴者のピッチングフォーム批評の特徴 

 前節では、テレビ中継において、NHK と BS 朝日の中継を比較したうえで、それぞれの

テレビ局がピッチングフォームに対して批評をする際の特徴を見出した。本節では、一般視

聴者が Twitter において、どのようなコメントをしているのかを、テレビ中継での特徴と照

らし合わせながら考察する。テレビ中継とは異なり、男女の性差なく、様々な年齢層が使用

していると想定される Twitter では、ピッチングフォームに対して、いったいどのような言

及がされているのだろうか。 
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 Twitter では「似る」が 325 回、「そっくり」が 59 回、「思い出す」31 回、それぞれ言及

がある。このように、ほかの投手などの類比に関する言及が多い。BS 朝日でも、15 回、「似

る」ということに関しての言及はあったが、それらはいずれも過去の実在の選手たちに似て

いることについての言及であった。Twitter でも「ハンカチ」が 37 回、「斎藤」が 120 回、

「佑」が 111 回あることから、「ハンカチ王子」とメディアが喧伝した斎藤佑樹投手と類似

している、という言及が多くされていると推測できる。 

 また、「ダイヤ」という語が 32 回言及されている。こうしたコメントは、「智辯和歌山の

齋藤くんの投球フォームがダイヤの A の沢村にしかみえない」、「ダイヤの A みたい、興南

のエースもダイヤのAの沢村のフォーム真似してるって！」というように用いられている。

このように、『ダイヤの A』16という漫画に登場する投手のフォームとの類似関係を示す言

及が散見される。こうした、漫画と比較してその投手の類似性を指摘するような言及は、

NHK や BS 朝日ではみられない。 

 また、BS 朝日同様、「フラミンゴ」、「トルネード」など、BS 朝日でも用いられていた固

有的なフォームの情報のつぶやきもある。同時に Twitter において「ライアン」と発言され

た回数はは 9 であり、BS 朝日の 10 よりも少ない。学校名と同時につぶやくなかでは「ラ

イアン」という言及がみられないのか、浸透していないのかは定かではないが、「ライアン」

というあだ名を押し出そうとしている BS 朝日特有の現象の可能性がある。 

 このほかにも、Twitter における特徴的な点に関しては、美的な評価も多いことが挙げら

れる。「きれい」が 85 回、「綺麗」が 41 回、「美しい」が 6 回、「汚い」が 2 回、「カッコイ

イ」が 2 回、「格好いい」が 1 回あった。これらはいずれも、NHK や BS 朝日にはない特

色である。また、「好き」が 89、「大好き」が 21、「嫌い」が 5 と、嗜好に関する言及もみ

られる。解説者や実況者はこういった言及は行わないものの、ピッチングフォームには嗜好

性が反映される場合もあると考えられる。 

 そして NHK や BS 朝日同様に、「オーバー」という表現はみられない。つまり、「オーバ

ースローである」ことは、テレビ中継と同様、あえて言及するようなことではない、と考え

られる。「サイド」も 25 回つぶやかれていることから、「サイドスロー」であることには、

言及する価値があると考えられていることがわかる。これに対し、テレビ中継では聴かれな

い「すごい」といった強調が 233 回もなされている。また「完璧」も 2 回あり、ある種、

大げさな表現が散見される。このように Twitter では強調や、ある種過度にピッチングフォ

ームを評価する傾向がみられる。一方、テレビ中継でよくみられる「ゆったり」（NHK で

17 回、BS 朝日で 5 回）は 11 とやや少なく、オーソドックスも 6 回と少ない。「ゆったり」

としたフォームは、テレビの映像がなくてはわからないために言及が避けられている可能

性があると考えることができるだろう。 

 ここまで、テレビ中継および Twitter におけるピッチングフォーム批評の特色を明らかに

してきた。それらを改めて確認すると、ピッチングフォームのみに着目しても、NHK と BS

朝日の両局間と、一般視聴者と専門的な有識者の間にも差異があることが明らかになった。 

 第一の特徴として、NHK ではピッチングフォームに対する言及のなかで解説者が多く言

及し、ピッチングフォームを専門性の高いものとして認識する傾向があった。また、大げさ
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な表現やキャラクター付、フォームに対して固有的な名称などをつけることもしない。同時

に、ピッチングフォームをほかの選手などと比較することもなく、あくまでも野球を多く知

らない人へ向けての放送であると考えられる。また、現に中継している試合から得られる情

報を中心に視聴者に提供する傾向があるといえるだろう。第二に、NHK に対して BS 朝日

では、実況者が多くピッチングフォームについての発言を行う。それはピッチングフォーム

に名称をつけているからであった。そのうえ、過去の選手たちとの比較なども多くみられる。

インタビューなどの情報が盛んであり、解説者が現役の高校野球監督なども多いために実

際の現場の話なども盛り込まれている。換言すれば、その試合だけではなく、前後関係やス

トーリーなどの要素を組み込みながら野球の試合を伝えていると考えられる。第三に、

Twitter では、当然ながら高校球児への配慮がみられない。そのために辛辣なコメントなど

も目立つ。またテレビ中継にはなかった嗜好性や、美的判断なども多くある。 

 

４．野球のピッチングフォームを語る言語表現の分類と解釈 

４．１．「オーソドックス」と「変則性」の集合としての「独特」 

 本節では、野球のピッチングフォームにおける「オーソドックス」と、それに対比される

ように用いられる「変則」という二つの概念について確認する。 

ピッチングフォームには、「オーソドックス」という語が多く使われている。「オーソドッ

クス」とは、広くは「正統的」「一般的」などの意味であるが、ボクシングをはじめとする

格闘技においては、「右利きの構え」を意味する17。しかし、2015 年の九州国際大学付属の

左投手である富山投手にも「オーソドックス」という語が使われているため、ピッチングフ

ォームに関しては右投手に限らず用いられている。では、ピッチングフォームにおいて「オ

ーソドックス」とは、いったいどのようなフォームなのか。 

 NHK の解説、杉浦正則は敦賀気比の平沼翔太投手に対して、「ひじょうにオーソドッ

クス」と評価をしている18。また、「ダイナミックなフォームから、足を高くあげて、足の

リズムから上半身からひじょうにリラックスしていると思いますね」19とも指摘する。ま

た実況者の佐々木佳典は「振りかぶってゆったりした間合いから投げてきますよね」20と

評する（参考画像 1）。 （参考画像 1）平沼投手ピッチングフォーム。出典:NHK、2014年 8月 24日

準決勝第二

試合、敦賀

気比対大阪

桐蔭より。 

 

 以上のことから平沼投手のピッチングフォームは「ゆったり」していること、また足を高

く上げるなどの特徴があること、そして「ダイナミック」なフォームであることがわかる。

また、敦賀気比対八戸学院光星の試合においては、解説が対戦相手の投手と平沼を比較して

「無駄のないフォームといいますか、平沼くんと対照的に無駄のない動きの中からしっか

りボールを放ちますよね。ですからコントロール重視のピッチャーだなあと思いますよね」

21と、コメントを残している。つまりオーソドックスであるにも関わらず「無駄な動き」が
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あることは容認されている。別の投手と比較した場合に、「ゆったり」である感じも、「オー

ソドックス」と共存している。平沼投手に対しては、もう一つ興味深い指摘がある。 

 

解説「膝が汚れていますよね。」 

実況「ああ、右の膝ですか。」 

解説「最近のピッチャーにあまりいないんですけど、ここまで重心がさがって下半身が

ひじょうによく使われているという印象があるんですね。」 

実況「右の膝に土がつくという事はそれだけ体重が前にのっている。」 

解説「低い位置で回転ができるという。以前の諸先輩方のですね、動きっていうのはそ

ういうタイプのピッチャーがほとんどだったんですね。」22 

 

 この会話では、重心がさがり下半身が使われていること、それにともなって右の膝が土に

ふれ汚れていることがわかる。そして「諸先輩方」といわれるような歴代の多くの投手に、

この特徴があることを示している。平沼投手のピッチングフォームはこのような「諸先輩方」

のフォームを手本として扱ったフォームであると考えられる。しかし、「オーソドックスな

フォーム」という言及のあった他の投手のフォームをみると、必ずしも右ひざに土はついて

いない。だが、その程度の差こそあれ「オーソドックス」といわれるフォームに共通してい

えることは、いずれも「低い重心」である。そしてそのきわめて典型的な例が、近年減少傾

向にあるという指摘がされている「右ひざに土がつく」ことだと考えられる。現に、重心が

高いと思われる投手に対しては、「オーソドックス」という語は使われていなかった。とこ

ろで、「オーソドックス」なフォームは、一般的には好意的に解釈されるが、その一方で欠

点として捉え、評価するような指摘もある。たとえば、「北海のピッチャー綺麗なフォーム

してるけど、オーソドックスすぎてタイミングは取りやすそう」と、Twitter でのコメント

にもあるように、タイミングなどがある程度画一化されてしまい、打者にとってそのフォー

ムが打ち頃になってしまっているという言及がある。 

さて、その一方で「変則」についてはどうだろうか。変則なフォームとして多く言及を集

めたのは、2015 年大会の興南高校の比屋根雅也投手である（参考画像 2）。 

（参考画像 2）比屋根投手ピッチングフォーム。出典：

BS 朝日、2015 年 8 月 17 日、準々決勝第四試合、興南

対関東第一より。 

 

彼に対して、Twitter では「これ興南の子の変

則フォームトルネードみたいで好き」や、「琉球

トルネード残念。変則フォームピッチャーはや

っぱりみてて楽しい！」との声がみられた。「ト

ルネード」という語が使われる理由は、彼がひ

じょうに大きく腰をまわして投げるからである。トルネード投法はプロ野球などで活躍し

た野茂英雄投手に由来し大きく腰をひねる動作のある投手に対して、「トルネード投法」と
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いう名称が付せられる。比屋根投手はたしかに腰を大きくまわすが、彼はそれだけで「変則

的」なわけではない。比屋根投手に対する言及のうち、特徴的な会話があるので確認しよう。 

 

実況「まずは投球フォームをご覧いただきましょう。大きく体をそって背番号 1 をバ

ックネットの方向にむけて投げるピッチャーです。」 

解説「なんといってもこの投球フォームですよね。」 

実況「なんといってもひじょうにこう、なんていいますかね、インステップして投げて

きますので、右バッターのインサイド、左バッターのアウトサイドに角度がありますよ

ね。」 

解説「この独特の投球フォームの比屋根に対して、岩見智翠館のバッターたちも、かな

り対策を練ってきましたと、岩見智翠館の末光監督もいっていました。」23 

 

実況「インステップ、ですから踏み出した右足がこの画面でいうと右のほうに踏み出さ

れるわけですね。」 

解説「そうですね。」 

実況「左バッターからするとどう見えるんでしょうか。」 

解説「背中のほうから見えるような感じですよね。」 

実況「バッターからすると見える角度が違うので、その見え方に気をつけたいという

話。」24 

 

 比屋根投手の投球フォームに対しては、トルネード以外にも「インステップ」や「角度」、

それに伴う打者からみた視点などの話が盛り込まれている。インステップは、クロスステッ

プともよばれ、踏み出す足が、右投手であれば三塁側、左投手であれば一塁側に偏っている

ことを指す。このような足の出し方をすることによって、打者からすれば「背中のほうから

見えるような感じ」、「見える角度が（通常の投手とは）違う」という効果を生み出す。多く

の投手は、身体への負担がかからず、そしてコントロールがよくなるとされているため真っ

直ぐ足を踏み出す。中日ドラゴンズに属する現役のプロ野球選手、浅尾卓也も真っ直ぐステ

ップすることを重要視している25。比屋根投手に対しても「何より興南のピッチャー絶対打

ちづらい、あのフォーム肩やりそうだけど怪我してないのかな？」、「興南のピッチャーの投

球フォーム、これで怪我なく投げれるんだから何かが長けているんだろう」と、Twitter 上

で怪我に対する心配がなされている。またテレビ中継においても、以下のような会話がある。 

 

解説「これだけインステップすると、肩とか腰とかをまわさないといけないので、体に

かける負担というのはあると思いますね。ただそれが比屋根くんのリズムになってい

るので大きな問題はないと思いますよね。」 

実況「本人の投げやすいフォームで投げさせています、と我喜屋監督は話していま 

す。」26 
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 ここでも同様に怪我に対して心配の声があがっている。だが、リスクを認めながらも、比

屋根投手の独特のフォームを肯定的にとらえている。さらには、そのインステップが通常で

はありえないこともわかる。以下の会話をみてみよう。 

 

実況「このフォームを習得するというのはずいぶん努力しなければならないでしょう

ね。」 

解説「基本的にピッチングする場合にはインステップはやめなさいというのが鉄則な

んですけど、本当に極端にインステップですからね。」 

実況「それでありながら、これを習得すればかなりの特徴になるんですよね。」 

解説「そうですよね、バッターからしたらこんなに打ちづらいピッチャーはいませんよ

ね。よく左対左は苦だ、なんていいますけど、右バッターの内側も本当に打ちづらいと

思いますね。」27 

 

解説「ですからこのフォームで投げきるということになるとかなり下半身、上半身の強

さが必要ですね。本来の投げ方とはかなり違う投げ方になりますから、そのぶん体の力

が必要になります。」28 

 

 背中が見えるほどに体をひねる、踏み出す足もインステップする、そして打者からこうい

った動作によって投げ込まれるボールは見えづらい「独特」性が強い比屋根投手だが、もう

一つ彼には特徴がある。それは腕の出る角度である。彼はオーバースローのように上から投

げおろすような角度で腕を出さない。そして、こうしたフォームは実況から「ただ相手から

したら出所が見えづらい、タイミングが捉えづらい、そういうことを考えていたらこういう

フォームになりました」29と紹介をされる。また、Twitter では「興南の比屋根くんのフォ

ーム凄い、やばいな、今更ながら感動、尚且つあのフォームが出来る身体凄い。野球知識な

んて全然ない私でも凄いフォームだってのは分かる」というコメントからもわかるように、

野球知識の少ない人にとっても、比屋根投手の投げ方は一般的なフォームからかけ離れて

いる。このように様々な変則性があることは同時に投げづらく、また視覚的に際立つ。 

 ほかにはどのようなフォームが変則的とみなされているのだろうか。典型的な例として

2015 年の高崎健康福祉大学高崎の橋詰直弥投手を挙げ、考えてみよう。彼に対して実況は

「時折サイドだけでなくアンダー気味にも投げてくる橋詰、変則的に投げてきます。これも

アンダースローですね」30と評する。また、「こちらは成田投手とは対照的にフォームもか

え、いろいろな球種を織り交ぜながらというピッチャーです」31、「お、ここは下から投げて

きました、そうなんです、この人は横手からも下手からも投げることのできるピッチャー」

32などと、フォームが変更されたことを強調する。つまり、様々なフォームから投げること

自体が「変則」とみなされていると考えられる。くわえて、オーバースローではないフォー

ムが「変則的」として捉えられている可能性がある。橋詰投手に対しては、「サイド／横手」

というコメントが BS 朝日では 8 回、NHK では 6 回と強調されるように紹介されていた。

また、橋詰投手以外のサイドスローの投手には以下のようなコメントがなされている。 
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聖光学院、船迫に対して 

実況「右のサイドから投げてきます。」 

解説「ひじょうに躍動感があってしっかり腕が振れていると思います。」 

実況「サイドから内外に投げ分けてきます。」 

実況「このダイナミック、躍動感のあるピッチングフォームどうでしょうか。」 

解説「初回から腕も振れてコントロールも安定していると思います。」33 

 

 こうしたサイドスローの投手に対する言及をみていくと、躍動感に対しての指摘はある

ものの、比屋根投手に使われていたような「独特」という表現はみられない。つまりサイド

スローは一つの大きな類型化されたフォームであり、その大きな枠組みの中に「オーソドッ

クス」などのくくりがある。そして、それぞれ躍動感やステップの問題などが付随する。サ

イドスローだけでは独特とはいえない。「独特」と表現される場合は、腕の角度以外の特徴

を指す可能性が高い。反対に、あくまでも腕の角度がオーバースローではない、といった場

合には変則的、であると評される場合が多いと考えることができる。 

 したがってピッチングフォームにおける「オーソドックス」と「変則性」については、以

下のようにまとめることができる。「オーソドックス」は、足の上げ方やタイミング、重心

などピッチングフォームを構成する部分的な要素に対して用いられる。もちろん、そうした

要素を複合した捉えたうえでフォームの総体を「オーソドックス」とあらわす場合もある。

そしてサイドスローやアンダースローは「変則」ではあるが、「独特」ではない。サイドス

ローやアンダースローにもそれぞれの「オーソドックス」がある可能性が高い。通常より足

の上げ方が低い、あまりひねらないといった「小ささ」についての言及はみられない。そし

て「独特」は足の上げ方や体のひねり方などが、ほかの投手と比較して突出して「大きい」

場合、もしくはそうした逸脱性が「いくつも組み合わさった場合」に用いられる。 

 

４．２．その他の評価軸 

 前節では、ピッチングフォームの評価のうち「オーソドックス」と「独特」という概念を

取り上げた。本節では「躍動感」と「ダイナミック」という評価について考察を行う。 

はじめに、どのような場面で躍動感ということばが使用されているのかの確認を行う。躍

動感という語が用いられてのコメントは、たとえば岩国の柳川投手に対して「躍動感が戻っ

てきたように感じます」34という実況の紹介や、遊学館の石森投手に対しての「そうですね、

躍動感がでてきましたね、前の回とくらべて」35という解説者のコメントなどが挙げられる。

このように躍動感はイニングによってその有無が問われている。つまり、同じ投手であって

も躍動感がある場合とそうではない場合がある。では、どういった場面において躍動感を感

じるのか。さらにコメントを紹介しよう。 

 

大垣日大、滝野に対して 

実況「投げ終わったあとに右足がくるっとまわる、この躍動感です。」36 
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三重、今井に対して（バッターボックスにて） 

解説「投げても打っても躍動感というんですか、ぴょんぴょんはねて…。」37 

  

 この二つのコメントをみる限り、「投げ終わった後に足がまわる」こと、そして投げると

き、もしくはその投げ終わりに「はねる」ようなことが躍動感を感じるフォームであるとい

えるだろう。躍動感が「ない」というような否定的なコメントはみられない。だが、こうし

たことから考えるに、投げ終わった後にはねない、もしくは足が前にまわってこない状態を

躍動感がない状態と考えることはできる。以上のことから躍動感は投げ終わりに感じるも

のであり、厳密には投げる動作の「後」に表象されているものであると考えられる。 

 フォームとして語られる「躍動感」には、二つの考察を付け加えることができる。一つは、

調子のバロメーターとなっているということである。「躍動感」が現れ出てきたことは、文

脈上肯定的な評価をされている。イニングや、前の試合と比較して躍動感があるほうが「よ

い」とされている。つまり、同じ投手の調子を前のイニングや前の試合と比較するときに、

解説者は躍動感の有無によって調子の良し悪しを判断している場合があると考えられる。 

 もう一つは、精神性の問題である。「躍動感」のあるフォームは精神性と結びついたコメ

ントが多くされる。たとえば、秋田商業の成田投手に対しては、実況から「成田くんは躍動

感、そして自信をもって投げてきますけど連投の影響はどうでしょうかね、とは相手の佐々

木監督もいっていました。」38という紹介がされる。また中京大中京の上野投手に対しては

解説者からは「上野くんの投球といいますかね、躍動感といいますかね、ここ一番のまけな

い投球ですね、気持ちを表にだせる好投手でしたね。」39と言及される。このように、自信や

「まけない」という精神性の強さを、躍動感と同列に扱っている。そうした自信などの肯定

的な精神性を、躍動感に見出しているのではないだろうか。また、「オーソドックス」と評

価される上野投手に対して「躍動感」という語が使用されたうえで、批評されていることも

注目に値する。同時に、変則であり独特な投手である比屋根投手に対しても「７回の先頭バ

ッター、二番バッターに対する投球は見違えるように躍動感もありましたけどね」40という

コメントがみられる。これらのことから、変則や独特、オーソドックスなど、タイプの偏差

に関係がなく使われる概念であることがわかる。 

 さて、「このダイナミック、躍動感のあるピッチングフォームどうでしょうか」41のよう

に、躍動感と並列して語られている場合が多い「ダイナミック」についてはどうだろうか。

元プロ野球選手で、メジャーリーグでも活躍した伊良部秀輝は、「メジャーリーグの投手は

投球フォームがダイナミックだ――と、よく言われます。確かにメジャーの選手たちは身体

が大きいし、投げ方もダイナミックな印象はある」42と述べる。しかし、投げ方のダイナミ

ックさに対して、具体的な言及はされていない。テレビ中継中のコメントや、Twitter での

コメントを参照すると、ダイナミックに関しては、投球の後よりもむしろ、まさしく投げる

ための動作であるピッチングフォームに対して使われる場合が多い傾向にある。たとえば、

平安高校の高橋投手に対して「足を高く挙げてダイナミックなフォームから」43という解説

の言及や、鹿屋中央の七島投手に対しての「ひじょうにダイナミックですね。特に上半身、
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体幹部分の筋力を十分に使ったピッチングですね」44といった解説のコメントにあるように、

下半身や上半身の部位は問わない。むしろ、下半身なら下半身、上半身なら上半身に力を感

じる場合に「ダイナミック」と使われている印象がある。また、以下のような会話もある。 

 

鹿屋中央、七島に対して 

解説「これだけテイクバックを大きくとって大きなモーションで、それでいてコントロ

ールがいい投手というのはなかなかいないと思いますね。」 

実況「ダイナミックな投球フォーム、大きなテイクバックでもコントロールが良い理由

としては何が考えられるでしょうか。」45 

 

 この会話からは、「テイクバック」の大きさにダイナミックさを感じる場合があることが

わかる。テイクバックとは投球する前に、腕が背中のほうに入る動きをいう。これがより背

中のほうに入っているとテイクバックが大きいとされる。つまり、ダイナミックという語に

関しては、特定の動作の大きさに対して使われている。 

 その一方で「小ささ」についてはどうだろうか。「テイクバックが大きくなくバッターの

方からみてあまりみえなくて、踏みだしもきくなく、無駄な動きをなくしてコントロールを

重視した投げ方。角度がある」46や、「去年の夏以降、テイクバックを小さくするフォームに

かえました。富山です。リリースが前になり、コントロール、そしてキレがよくなったと話

をしていました」47というコメントにみられるように、「テイクバック」の「小さい」投手は

コントロールのよさや、負担の少なさを指摘される。また、「腕のふりが小さいですから球

の出所、みづらいかもしれないですね」48のように、テイクバックの小ささはバッターから

してボールが見えづらいことも指摘されている。つまり、テイクバックの大小に関しては、

小さいほうが、コントロール、怪我に対するリスクマネジメント、そしてバッターからの見

づらさなどの点からメリットが多く、機能的な側面から評価をされているといえるだろう。

元プロ野球選手である吉井理人も、テイクバックの時に腕を後ろに入れすぎないことを推

奨している49。またテイクバックに関して、Twitter での言及数は多くはない。そのため、

テイクバックから受ける印象は、ある程度専門的な知識が必要であると考えられる。 

 

5．結び 

 本論ではこれまで、動きとことばの関係を明らかにするために、野球のピッチングフォー

ムが、2014 年度と 2015 年度の全国高等学校野球選手権大会において、どのように語られ

ていたかをテレビ中継および Twitter でのコメントから分析してきた。2 章では、研究対象

として、高校野球の大会やピッチングフォームに着目した理由について簡潔に述べた。3 章

では NHK、BS 朝日の両放送局と、一般視聴者がピッチングフォームを批評する際の比較

し、分析した。NHK は、あくまでも野球の知識が多くない方へ向けての中継であり、BS 朝

日の中継は年度別の前後関係や、インタビューを多く紹介するなど、NHK の放送と比較す

るとマニアックな内容が伝えられていることが明らかになった。そして、Twitter では嗜好

性や美的な問題への言及が多く、テレビ中継とは異なる様相であることが明らかになった。
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そして、4 章では、特徴的なことばから、それぞれのことば同士の関係、さらにはどういっ

た動きに対して、どのようなことばが使われているかを明らかにした。 

 本稿では扱うことができなかった概念の整理や、視聴者の嗜好性やピッチングフォーム

に対する美的な判断についての考察は今後の課題として残る。しかし、いずれにせよ、本稿

によってスポーツ批評の可能性や、これまで曖昧なままであったピッチングフォームの動

きをあらわす言語表現の一端を明らかにしたといえるだろう。 
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