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要約  

 

鍋谷（2007）では 2001年～2005年の高校野球・プロ野球における各プレー

の貢献度を、得点・勝敗を被説明変数、各プレーを説明変数とした重回帰モ

デル、2項ロジットモデル、 2項プロビットモデルを用いて分析し、犠打（犠

牲バント・犠牲フライ）は得点に対しては有意ではないが勝敗に対しては有

意に貢献していることなどを示した。  

本稿では、2010年～ 2014年の春・夏の高校野球全国大会、計 399試合の試合

データを用いて、得点への貢献度を重回帰モデル、勝敗への貢献度を 2項ロジ

ットモデルによる分析を行い鍋谷（2007）と比較する。  

 その結果、鍋谷（ 2007）では得点に対して有意ではないという結果が出た

犠打を犠牲バント・犠牲フライに分けて分析すると、犠牲バントは有意では

ないが犠牲フライは有意であるということ、死球は単打一本打つことよりも

勝敗への貢献度が高いことなどがわかった。  
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第１章 序論  

 

鍋谷（2007）では 2001年～2005年の高校野球・プロ野球における各プレーの

貢献度を、得点・勝敗を被説明変数、各プレーを説明変数とした重回帰モデ

ル、2項ロジットモデル、 2項プロビットモデルを用いて分析し、犠打（犠牲バ

ント・犠牲フライ）は得点に対しては有意ではないが勝敗に対しては有意に貢

献していることなどを示した。  

本稿では、2010年～ 2014年の春・夏の高校野球全国大会、計 399試合の試合

データを用いて、得点への貢献度を重回帰モデル、勝敗への貢献度を 2項ロジ

ットモデルによる分析を行い鍋谷（ 2007）と比較する。  

 その結果、鍋谷（ 2007）では得点に対して有意ではないという結果が出た犠

打を犠牲バント・犠牲フライに分けて分析すると、犠牲バントは有意ではない

が犠牲フライは有意であるということ、死球は単打一本打つことよりも勝敗へ

の貢献度が高いことなどがわかった。  

 

 本稿の構成は以下の通りである。第２章で先行研究を紹介する。第３章で使

用するデータの説明をする。第４章で分析手法の説明をする。第５章で分析結

果を示し考察する。第６章で全体の要約と残された課題について述べる。  
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第２章 先行研究  

 

 高校野球について分析した先行研究として、鍋谷（2007）がある。 2001年～

2005年のプロ野球の公式戦、春・夏の高校野球全国大会の試合結果を分析し、

以下の2つの結果があげられている。  

 

① プロ野球、高校野球ともに 1試合あたりの得点や本塁打数等、諸変数の分  

布の多くが通常の正または負の 2項分布で近似される。  

② 試合ごとのチームの得点並びに試合の勝敗に対して、諸変数の中では本  

塁打数が最も重要であること、犠打数が得点に対してあまり影響力を持た  

 ないのと比較して、勝敗に対してかなりの影響力を持つ。  

 

 本稿では②で行われている、得点・勝敗を被説明変数、安打数・本塁打数・

三振数・四球数・犠打数・併殺数・盗塁数・失策数・先攻後攻・先取点を説明

変数とした分析を参考にしている。  

 基本的に鍋谷（ 2007）の追試を行うが、以下の 8点が異なる。  

 

① 鍋谷（2007）では 2001年～2005年のデータを用いていたが、本稿では 2010 

 年～2014年のデータを用いる。  

② 鍋谷（2007）では単打・二塁打・三塁打・本塁打を安打数として一括りに  

 されていたが、本稿ではそれらを分ける。  

③ 鍋谷（2007）では本塁打数・安打数ともに本塁打の数が含まれているので  

 重複していたが、本稿ではそれらを分ける。  

④ 鍋谷（2007）では犠牲バント・犠牲フライを犠打数で一括りにされていた  

 が、本稿ではそれらを分ける。  

⑤ 鍋谷（2007）では四球・死球を四球数で一括りにされていたが、本稿では  

 それらを分ける。  

⑥ 鍋谷（2007）では盗塁数を用いていたが、本稿ではデータを観測できなか  

 ったので用いない。  
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⑦ 鍋谷（2007）では失策数にボークや暴投も含まれていたが、本稿ではデー  

 タを観測できなかったので打者の出塁に影響を与えた失策だけを用いる。  

⑧ 鍋谷（2007）では勝敗への貢献度の分析で重回帰モデル、2項ロジットモ  

 デル、2項プロビットモデルを用いていたが、本稿では 2項ロジットモデルだ  

 けを用いる。  
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第３章 データ 

 

1.データ一覧  

 

 本稿では「朝日新聞デジタル  高校野球の総合情報サイト」より 2010年から

2014年の5年間、計 399試合の試合結果のデータを入手した。データにはイニン

グごとの打者の打撃結果が記されており、 1試合の中で1チームあたりのそれぞ

れの変数の個数を調べた。以下が調べた変数の一覧である。  

 

・自チームの打撃結果  

得点、単打、二塁打、三塁打、本塁打、四球、死球、犠牲バント、犠牲フラ

イ、三振、併殺打、失策 

 

・勝敗ダミー  

 勝ちを1、負けを 0というダミー変数を用いる。引き分けは 1試合でしか観測

されていないのでその 1試合を除き398試合の分析を行う。  

 

・後攻ダミー  

 自チームが後攻のときに 1、先攻のときに 0というダミー変数を用いる。野球

の試合において、先攻と後攻では一般的に後攻の方が有利と言われている。投

手が最初のイニングを 0点に抑えることによって攻撃に勢いがでる、サヨナラ

勝ちが期待できるなどさまざまな要因があげられる。実際に高校野球では試合

前のじゃんけんで先攻後攻を決めるのだが、じゃんけんに勝利した多くのチー

ムが後攻を選択する。本稿のデータを見ても後攻チームの勝率は約 56％となっ

ている。  
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・先取点ダミー  

 自チームが先取点をあげたときに1、先取点をとられたときに 0というダミー

変数を用いる。野球の試合において、先取点の重要性は度々指摘されている。

そのために早いイニングからバント等の戦術がとられることが多く、本稿のデ

ータを見ても先取点をあげたチームの勝率は約 70％となっている。  
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2.要約統計量  

 

 以下の表1は本稿の各変数の要約統計量、表2は鍋谷（2007）の各変数の平均

である。  

 

表1 本稿の各変数の要約統計量  

変数 平均 中央値  最小値  最大値  標準偏差  

得点 4.22  4  0 21 3.49  

単打 6.70  6  1 21 3.02  

二塁打  1.34  1  0 6 1.23  

三塁打  0.44  0  0 4 0.71  

本塁打  0.33  0  0 4 0.63  

四球 2.55  2  0 11 1.90  

死球 0.94  1  0 7 1.10  

犠牲バント  1.80  2  0 7 1.42  

犠牲フライ  0.21  0  0 3 0.47  

三振 5.88  6  0 22 3.14  

併殺打  0.56  0  0 3 0.75  

失策 0.62  0  0 4 0.78  

 

表 2 鍋谷（2007）の各変数の平均  

変数 平均 

得点 4.44  

本塁打  0.28  

総安打数  8.98  

三振 6.22  

四死球  3.36  

総犠打数  2.68  

併殺 0.68  

盗塁 1.05  

失策 1.84  
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 平均を比較すると、本塁打、四死球以外はやや減少しているが、そこまで大

きな変動は見られない。失策が大きく減少しているようにみえるが、鍋谷

（2007）ではボークや暴投もカウントしていたからである。  
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第４章 分析手法  

 

1.最小二乗法  

 

 得点に対するプレーの貢献度を分析するために、被説明変数を得点として最

小二乗法を用いる。説明変数は単打・二塁打・三塁打・本塁打・四球・死球・

犠牲バント・犠牲フライ・三振・併殺打・失策・後攻ダミーの 12個とした。  

 

 以下は最小二乗法についての説明である。東京大学教養学部統計学教室  

(編)（1991）を参考にした。  

 最小二乗法（ OLS:ordinary least squares）とは、重回帰方程式におけ

る回帰係数β 1,β 2,…β k を推定する際に残差二乗和を最小にするよう定める

方法である。  

 残差は  

𝜀𝑖 = 𝑌𝑖 − (𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖) 

であるが、その平方和  

S =Σ 𝜀𝑖
2 

を最小にする。 S を最小にするβ 1,β 2,…β k は、その一次の偏微分を 0 と置い

た k 個の連立方程式  

∂S

∂𝛽1
= 0,    

∂S

∂𝛽2
= 0,  …  ,

∂S

∂𝛽𝑘
= 0 

を解くことによって求められる。  



9 

 

2.2 項ロジットモデル  

 

 鍋谷（2007）では勝敗への貢献度の分析に重回帰モデル、 2項ロジットモデ

ル、2項プロビットモデルを用いていたが、本稿では引き分けの 1試合を除き、

被説明変数を勝敗とした 2項ロジットモデルを用いる。  

 鍋谷（2007）同様、説明変数は前節でも用いた単打・二塁打・三塁打・本塁

打・四球・死球・犠牲バント・犠牲フライ・三振・併殺打・失策をそれぞれ自

チームの値から相手チームの値を引いたものに、後攻ダミー・先取点ダミーを

加えた13個とする。  

 

 以下は2項ロジットモデルについての説明である。豊田（2012）を参考にし

た。 

 最小二乗法のように被説明変数が連続変数であるのとは異なり、 2項ロジッ

トモデルとは、被説明変数が「はい・いいえ」のように 2値の場合に用いられ

る分析手法である。  

 モデル式は  

�̂� =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 +⋯+ 𝑏𝑖𝑥𝑖)]
 

となる。推定方法は最尤法を用いる。  
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第５章 分析結果  

 

1.得点の重回帰モデル  

 

 表3は得点の重回帰モデルの推定結果、表 4は鍋谷（2007）の結果である。  

 結果の読み取り方を説明する。本稿では係数の比較により各プレーの貢献度

の分析を行う。係数が正に高ければ高いほど得点に対する貢献度が高く、負の

値になるとマイナスに貢献しているとなる。標準誤差とは標準偏差をデータの

個数の平方根で割ることで算出される誤差である。 t値は説明変数の係数や定

数項の確からしさの度合いを判断する際に使用する数値である。 t値の絶対値

が大きいほど有意であると判断できる。 p値とは説明変数の係数や定数項が偶

然その値である確率である。 p値が小さいほど有意であると判断できる。この p

値の値によってその横のアスタリスク（＊）の数が変わる。具体的には、  

＊＝p値<0.1   ＊＊＝p値<0.05   ＊＊＊＝ p値<0.01 

となる。この＊が多いほど有意であり、＊が無ければ有意ではないと判断でき

る。 

 表の最後の列に表示されている決定係数とは説明変数が被説明変数をどの程

度説明できているかを表す数値であり、大きいほど当てはまりが良いと判断で

きる。その決定係数の説明変数の数を調整したものが修正済み決定係数であ

り、通常はこちらを見て判断する。  
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表3 得点の重回帰モデルの推定結果  

説明変数  係数 標準誤差  t 値 p 値  

定数項  -2.74  0.26  -10.56  <0.00001 *** 

本塁打  1.31 0.10 13.34 <0.00001 *** 

三塁打  1.27 0.09 14.51 <0.00001 *** 

二塁打  0.83 0.05 16.35 <0.00001 *** 

失策 0.61 0.08 7.87 <0.00001 *** 

単打 0.51 0.02 23.04 <0.00001 *** 

犠牲フライ  0.45 0.13 3.39 0.0007 *** 

死球 0.42 0.06 7.53 <0.00001 *** 

四球 0.37 0.03 11.34 <0.00001 *** 

後攻ダミー  0.12 0.12 1.00 0.32  

三振 -0.01 0.02 -0.36 0.71  

犠牲バント  -0.06 0.05 -1.29 0.2  

併殺打  -0.45 0.08 -5.49 <0.00001 *** 

決定係数  0.77  修正済み決定係数  0.77 

 

表 4 鍋谷（2007）の得点の重回帰モデルの推定結果  

説明変数  係数 有意性  

本塁打  0.84 ＊ 

総安打数  0.59 ＊ 

失策 0.42 ＊ 

四死球  0.34 ＊ 

盗塁 0.20 ＊ 

後攻ダミー  0.14 ＊ 

総犠打数  0.05  

三振 -0.03  

併殺打  -0.46 ＊ 
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 本稿の分析結果と鍋谷（2007）の分析結果を比較すると以下の 4点がわか

る。 

 

① 鍋谷（2007）では単打・二塁打・三塁打・本塁打を総安打数として一括り  

 にし、失策よりも貢献度が高いと示されていたが、本稿ではそれらを分ける  

 ことで単打のみが失策よりも貢献度が低い。  

② 鍋谷（2007）では犠牲バント・犠牲フライを総犠打数として一括りにし、  

 有意ではないと示されていたが、本稿ではそれらを分けることで犠牲バント  

 は有意ではないが犠牲フライは有意である。 

③ 鍋谷（2007）では四球・死球を四死球数として一括りにしていたが、本稿  

 ではそれらを分けることで四球よりも死球の方が貢献度はわずかに高い。  

④ 鍋谷（2007）では後攻ダミーは有意であると示されていたが、本稿では有  

 意ではない。  
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2.勝敗の 2 項ロジットモデル  

 

表5は勝敗の2項ロジットモデルの推定結果である。結果の読み取り方は前節

と同様である。表6は鍋谷（2007）の結果である。  
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表5 勝敗の2項ロジットモデルの推定結果  

 説明変数  係数 標準誤差  t値 p値   

定数項  -4.292  0.16   <0.00001 *** 

本塁打  0.74  0.11  6.98  <0.00001 *** 

先取点ダミー  0.54  0.19  2.83  0.00  *** 

三塁打  0.45  0.09  5.25  <0.00001 *** 

後攻ダミー  0.44  0.17  2.55  0.01  ** 

犠牲フライ  0.30  0.13  2.32  0.02  ** 

二塁打  0.27  0.05  5.34  <0.00001 *** 

死球 0.26  0.06  4.79  <0.00001 *** 

単打 0.25  0.02  10.44  <0.00001 *** 

犠牲バント  0.21  0.05  4.38  0.00  *** 

四球 0.15  0.03  4.64  <0.00001 *** 

失策 0.07  0.08  0.85  0.40   

三振 -0.10  0.02  -4.72  <0.00001 *** 

併殺打  -0.33  0.08  -3.88  0.00  *** 

決定係数  0.57 修正済み決定係数  0.56 

 

表 6 鍋谷（ 2007）の勝敗の 2 項ロジットモデルの推定結果  

説明変数  係数 有意性  

本塁打  0.96  ＊ 

先取点ダミー  0.56  ＊ 

総安打数  0.43  ＊ 

後攻ダミー  0.42  ＊ 

失策 0.33  ＊ 

総犠打数  0.27  ＊ 

四死球数  0.16  ＊ 

盗塁 0.13   

三振 -0.14  ＊ 

併殺打  -0.36  ＊ 
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 本稿の分析結果と鍋谷（2007）の分析結果を比較すると以下の 4点がわか

る。 

 

① 鍋谷（2007）では単打・二塁打・三塁打・本塁打を総安打数として一括り  

 にし、後攻よりも貢献度が高いと示されていたが、本稿ではそれらを分ける  

 ことで本塁打・三塁打のみが後攻よりも貢献度が高い。  

② 鍋谷（2007）では犠牲バント・犠牲フライを総犠打数として一括りにして  

 いたが、本稿ではそれらを分けることで犠牲フライは単打よりも貢献度が高  

 く、犠牲バントは単打よりも貢献度が低い。  

③ 鍋谷（2007）では四球・死球を四死球数として一括りにしていたが、本稿  

 ではそれらを分けることで死球は単打以上に勝敗への貢献度が高い。 

④ 鍋谷（2007）では失策は有意であると示されていたが、本稿では有意では  

 ない。  
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第６章 結論 

 

 鍋谷（2007）との比較では、総安打数・総犠打数・四死球をそれぞれ細かく

分けることによってより詳細な分析結果を得ることができた。特に驚くべき結

果となったのは死球が単打以上に勝敗への貢献度が高いことである。ともに塁

打1の出塁となる死球と単打だが、仮に走者が三塁にいる場面を想定すると、

単打は確実に1点が得られるが、死球は 1・3塁という状況にしかならない。に

もかかわらず死球の方が勝敗への貢献度が高くなった結果になった要因として

は、死球を与えることによって高校生投手は精神的負担を感じてしまうことで

その後のピッチングに影響を及ぼすことがあると予測できる。  

 本稿の分析では、鍋谷（ 2007）よりも変数を増やしてより細かい分析を行っ

たが、それでも盗塁数や犠牲バントの失敗数など考慮すべき変数が存在する。

さらに、得点についての分析で有意ではないと判断されて犠牲バントについて

は、相手の得点等を操作変数とした操作変数法を、勝敗についての分析では試

合を観測単位とした 2チームの2変量モデルとして分析すると、より精度の高い

分析結果が得られるであろう。  
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