
JP 6332307 B2 2018.5.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空中を移動するボールの、進行方向及び重力方向に対する回転軸の向き及び回転方向を
検出する、ボール回転方向検出システムであって、
　上記ボールに固定された３軸直交座標系であるボール座標系における地磁気ベクトルを
検出する磁気センサと、
　上記ボール座標系における加速度ベクトルを検出する加速度センサと、
　上記ボールが移動する方角である移動方角を記憶する方角記憶部と、
　地磁気の伏角を記憶する伏角記憶部と、
　上記地磁気ベクトルと、上記加速度ベクトルと、上記移動方角と、上記伏角と、上記地
磁気ベクトル又は上記加速度ベクトルの時間変化と、を基に、上記進行方向及び上記重力
方向に対する上記ボールの回転軸の向き及び回転方向を算出する演算部と、を有すること
を特徴とするボール回転方向検出システム。
【請求項２】
　上記演算部は、
　上記加速度センサによって検出された加速度ベクトルに基づいて、上記ボール座標系に
おける上記進行方向を算出する進行方向算出部と、
　上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルと、上記加速度センサによって検出
された加速度ベクトルと、上記方角記憶部に記憶された上記移動方角と、上記伏角記憶部
に記憶された上記伏角とに基づいて、上記ボール座標系における上記重力方向を算出する
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重力方向算出部と、
　上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルの時間変化、又は上記加速度センサ
によって検出された加速度ベクトルの時間変化に基づいて、上記ボール座標系における地
球座標系の回転軸及び回転方向を算出する座標回転算出部と、
　上記進行方向算出部によって算出された上記ボール座標系における上記進行方向と、上
記重力方向算出部によって算出された上記ボール座標系における上記重力方向と、上記座
標回転算出部によって算出された上記ボール座標系における上記地球座標系の回転軸及び
回転方向と、に基づいて、上記進行方向及び上記重力方向に対する上記ボールの回転軸の
向き及び回転方向を算出する回転方向算出部と、を有することを特徴とする、請求項１に
記載のボール回転方向検出システム。
【請求項３】
　上記ボールの進行方向と重力方向とのなす角度である進行角度βを記憶する進行角記憶
部をさらに有し、上記重力方向算出部は、上記伏角をαとしたとき、上記地磁気ベクトル
と重力方向とがなす角度が９０°－αであり、かつ上記加速度ベクトルと重力方向とがな
す角度が１８０°－βであることを前提に、上記磁気センサによって検出された地磁気ベ
クトルと、上記加速度センサによって検出された加速度ベクトルと、上記伏角と、上記進
行角度βと、上記移動方角とに基づいて、上記ボール座標系における上記重力方向を算出
するよう構成されていることを特徴とする請求項２に記載のボール回転方向検出システム
。
【請求項４】
　上記ボールの表面において互いに直交する方向を向いた第１特定部位と第２特定部位と
を、それぞれ上記移動方角と鉛直上方に向けて上記ボールを静置した状態において、上記
磁気センサによって検出された地磁気ベクトルに基づいて、上記移動方角を算出する方角
算出部をさらに有し、該方角算出部によって算出された上記移動方角を、上記方角記憶部
に記憶するよう構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のボ
ール回転方向検出システム。
【請求項５】
　上記ボールを静置した状態において、上記加速度センサによって検出された加速度ベク
トルと、上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルとに基づいて、上記伏角を算
出する伏角算出部をさらに有し、該伏角算出部によって算出された伏角を、上記伏角記憶
部に記憶するよう構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の
ボール回転方向検出システム。
【請求項６】
　上記演算部は、上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルの時間変化に基づい
て、上記ボール座標系における地球座標系の回転速度をさらに算出し、算出された上記ボ
ール座標系における地球座標系の回転速度に基づいて、上記ボールの回転速度を算出する
回転速度算出部をさらに有することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のボ
ール回転方向検出システム。
【請求項７】
　上記ボールに固定され上記加速度センサが検出する加速度ベクトルよりも大きい衝撃加
速度を少なくとも一軸方向において検出する衝撃加速度センサと、該衝撃加速度センサに
よって検出された加速度に基づいて上記ボールの空中移動が終了した時点を判定する終了
判定部とをさらに有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のボール回
転方向検出システム。
【請求項８】
　上記衝撃加速度センサは、上記加速度センサよりも、検出感度が低く、検出レンジが広
いことを特徴とする請求項７に記載のボール回転方向検出システム。
【請求項９】
　上記衝撃加速度センサは、互いに直交する３つの軸方向の上記衝撃加速度を測定するよ
う構成されていることを特徴とする請求項７又は８に記載のボール回転方向検出システム
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。
【請求項１０】
　上記衝撃加速度センサによって検出された加速度に基づいて、上記ボールの空中移動が
開始した時点を判定する開始判定部をさらに有することを特徴とする請求項７～９のいず
れか一項に記載のボール回転方向検出システム。
【請求項１１】
　投げられた上記ボールが捕球されたときの加速度ベクトルを、捕球時加速度ベクトルと
して上記加速度センサによって検出し、上記捕球時加速度ベクトルに基づいて、上記ボー
ル座標系における上記進行方向を算出するよう構成されている、請求項１～６のいずれか
一項に記載のボール回転方向検出システム。
【請求項１２】
　上記捕球時加速度ベクトルと、上記ボールが空中にある間に逐次取得した多数の上記地
磁気ベクトルと、に基づいて、上記ボールが空中にある間の各時点における、上記ボール
座標系から見た上記進行方向を算出するよう構成されている、請求項１１に記載のボール
回転方向検出システム。
【請求項１３】
　上記磁気センサは、マグネトインピーダンスセンサからなることを特徴とする請求項１
～１２のいずれか一項に記載のボール回転方向検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空中を移動するボールの、進行方向及び重力方向に対する回転軸の向き及び
回転方向を検出する、ボール回転方向検出システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、野球の投手が投げるボール等、空中を移動するボールの回転速度を検出する回
転速度検出装置が、特許文献１に開示されている。この回転速度検出装置は、ボールに設
けた磁気センサの出力の時間変化に基づいて、空中を移動するボールの回転速度を算出す
ることができるよう構成されている。この回転速度検出装置によれば、大掛かりな装置を
用いることなく、ボールの回転速度を検出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１６００２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ボールの回転速度だけではなく、ボールの回転軸の向き及び回転方向を
も検出することが求められる場合がある。例えば、野球の投手が投げたボールの球種を判
定する際に、進行方向及び重力方向に対するボールの回転軸の向き及び回転方向の情報が
有用となる。すなわち、投手の投げたボールの球種は、通常、ボールの軌跡等から推測す
ることとなるが、ボールの回転の仕方から推測することもできる。ここで、必要となるボ
ールの回転の仕方の情報としては、進行方向及び重力方向に対するボールの回転軸の向き
及び回転方向を含む。例えば、右投げ投手のカーブやスライダーの場合、ボールの回転軸
は、概略重力方向を向いており、その回転方向は、上方から見て左回りとなる。また、ス
トレート（直球）の場合、ボールの回転軸は、概略、進行方向と重力方向との双方に直交
し、その回転方向は逆回転（バックスピン）となる。このように、ボールの回転の仕方か
ら投手の球種を推測する場合には、進行方向及び重力方向に対するボールの回転軸の向き
及び回転方向の情報が求められる。
【０００５】
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　投手の球種の判定のみならず、直球の質や、変化球の質を評価する際にも、進行方向及
び重力方向に対するボールの回転軸の向き及び回転方向の情報が有用である。すなわち、
ボールの回転軸の向きを把握することにより、投球フォームやボールの握り方など、その
投手の投球の仕方の改善に役立てることも考えられる。
【０００６】
　野球に限らず、テニス、ソフトボール、ゴルフ、卓球、バレーボール、サッカー等、他
の球技においても、ボールの回転軸の向き及び回転方向の情報を利用して、その球種や球
質等を評価することも考えられる。
【０００７】
　上記のように、ボールの回転の仕方を測定することにより、野球を含めた種々の球技に
おいて、球種や球質等を評価することが要望されている。このような場合に、高速度カメ
ラ等で撮影した映像を基にボールの回転の仕方を測定することは可能であるが、装置が大
掛かりとなるという課題は残る。
【０００８】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、簡素な構成にて、空中を移動する
ボールの、進行方向及び重力方向に対する回転軸の向き及び回転方向を検出する、ボール
回転方向検出システムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様は、空中を移動するボールの、進行方向及び重力方向に対する回転軸の
向き及び回転方向を検出する、ボール回転方向検出システムであって、
　上記ボールに固定された３軸直交座標系であるボール座標系における地磁気ベクトルを
検出する磁気センサと、
　上記ボール座標系における加速度ベクトルを検出する加速度センサと、
　上記ボールが移動する方角である移動方角を記憶する方角記憶部と、
　地磁気の伏角を記憶する伏角記憶部と、
　上記地磁気ベクトルと、上記加速度ベクトルと、上記移動方角と、上記伏角と、上記地
磁気ベクトル又は上記加速度ベクトルの時間変化と、を基に、上記進行方向及び上記重力
方向に対する上記ボールの回転軸の向き及び回転方向を算出する演算部と、を有すること
を特徴とするボール回転方向検出システムにある。
【発明の効果】
【００１０】
　上記ボール回転方向検出システムは、ボールに固定された上記磁気センサ及び上記加速
度センサを有すると共に、上記方角記憶部と上記伏角記憶部と上記演算部とを有する。こ
れにより、後述するように、ボール座標系における進行方向及び重力方向と、ボール座標
系における地球座標系の回転軸及び回転方向とを、地磁気ベクトルと加速度ベクトルとを
利用して求めることが可能となる。その結果、上記回転方向算出部において、進行方向及
び重力方向に対するボールの回転軸の向き及び回転方向を算出することができる。
【００１１】
　このように、上記ボール回転方向検出システムによれば、地磁気ベクトルと加速度ベク
トルとを、伏角及び移動方角と共に利用して、進行方向及び重力方向に対するボールの回
転軸の向き及び回転方向を検出することできる。それゆえ、簡易な構成にて、空中を移動
するボールの、進行方向及び重力方向に対する回転軸の向き及び回転方向を検出すること
ができる。
【００１２】
　以上のごとく、上記態様によれば、空中を移動するボールの、進行方向及び重力方向に
対する回転軸の向き及び回転方向を検出する、ボール回転方向検出システムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】実施形態１における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図２】実施形態１における、ボールの空中移動を示す（Ａ）側面説明図、（Ｂ）平面説
明図。
【図３】実施形態１における、空中移動中のボールに作用する加速度ベクトル及び地磁気
ベクトルの説明図。
【図４】実施形態１における、ボール座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクトル
の説明図。
【図５】実施形態１における、ボール座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクトル
の時間変化の説明図。
【図６】実施形態１における、地球座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクトルの
説明図。
【図７】実施形態１における、磁気センサの斜視説明図。
【図８】実施形態２における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図９】実施形態２における、移動方角の算出方法を説明する平面説明図。
【図１０】実施形態２における、第１特定部位及び第２特定部位を示す斜視説明図。
【図１１】実施形態３における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図１２】実施形態３における、伏角の算出方法を説明する側面説明図。
【図１３】実施形態４における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図１４】実施形態５における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図１５】実施形態６における、ボール回転方向検出システムの概念図。
【図１６】実施形態６における、ボール座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクト
ルの時間変化の説明図。
【図１７】実施形態６における、地球座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクトル
の説明図。
【図１８】実施形態７における、ボール座標系から見た加速度ベクトル及び地磁気ベクト
ルの説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　上記ボール回転方向検出システムの検出対象となるボールについて、その空中移動の際
の進行方向は、重力方向とは異なる方向である。進行方向は、例えば、略水平方向とする
ことができる。また、進行方向は、水平方向に対して斜めであってもよい。
【００１５】
　上記演算部は、
　上記加速度センサによって検出された加速度ベクトルに基づいて、上記ボール座標系に
おける上記進行方向を算出する進行方向算出部と、
　上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルと、上記加速度センサによって検出
された加速度ベクトルと、上記方角記憶部に記憶された上記移動方角と、上記伏角記憶部
に記憶された上記伏角とに基づいて、上記ボール座標系における上記重力方向を算出する
重力方向算出部と、
　上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルの時間変化、又は上記加速度センサ
によって検出された加速度ベクトルの時間変化に基づいて、上記ボール座標系における地
球座標系の回転軸及び回転方向を算出する座標回転算出部と、
　上記進行方向算出部によって算出された上記ボール座標系における上記進行方向と、上
記重力方向算出部によって算出された上記ボール座標系における上記重力方向と、上記座
標回転算出部によって算出された上記ボール座標系における上記地球座標系の回転軸及び
回転方向と、に基づいて、上記進行方向及び上記重力方向に対する上記ボールの回転軸の
向き及び回転方向を算出する回転方向算出部と、を有するものとすることができる。
　この場合には、後述するように、容易かつ正確に、進行方向及び重力方向に対する回転
軸の向き及び回転方向を検出することができる。
【００１６】
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　上記ボール回転方向検出システムは、上記ボールの進行方向と重力方向とのなす角度で
ある進行角度βを記憶する進行角記憶部をさらに有し、上記重力方向算出部は、上記伏角
をαとしたとき、上記地磁気ベクトルと重力方向とがなす角度が９０°－αであり、かつ
上記加速度ベクトルと重力方向とがなす角度が１８０°－βであることを前提に、上記磁
気センサによって検出された地磁気ベクトルと、上記加速度センサによって検出された加
速度ベクトルと、上記伏角と、上記進行角度βと、上記移動方角とに基づいて、上記ボー
ル座標系における上記重力方向を算出するよう構成されていることが好ましい。
　この場合には、測定場所や測定対象のボールの軌跡に応じた伏角α及び進行角度βを適
宜入力することができる。それゆえ、汎用性が高く、かつ、より正確な測定を実現しやす
いボール回転方向検出システムを得ることができる。
【００１７】
　また、上記ボール回転方向検出システムは、上記ボールの表面において互いに直交する
方向を向いた第１特定部位と第２特定部位とを、それぞれ上記移動方角と鉛直上方に向け
て上記ボールを静置した状態において、上記磁気センサによって検出された地磁気ベクト
ルに基づいて、上記移動方角を算出する方角算出部をさらに有し、該方角算出部によって
算出された上記移動方角を、上記方角記憶部に記憶するよう構成されていることが好まし
い。
　この場合には、移動方角を、ボールに固定された磁気センサを利用して検出することが
できる。それゆえ、移動方角（投球しようとする方角）があらかじめ把握されていない状
況で測定する場合などに有用である。また、ボール回転方向検出システムへの移動方角の
入力を、容易に行うことができる。
【００１８】
　また、上記ボール回転方向検出システムは、上記ボールを静置した状態において、上記
加速度センサによって検出された加速度ベクトルと、上記磁気センサによって検出された
地磁気ベクトルとに基づいて、上記伏角を算出する伏角算出部をさらに有し、該伏角算出
部によって算出された伏角を、上記伏角記憶部に記憶するよう構成されていることが好ま
しい。
　この場合には、測定場所における地磁気の伏角αを、ボールＢに固定された磁気センサ
及び加速度センサを利用して検出することができる。それゆえ、例えば、伏角αがあらか
じめ把握されていない場所で測定する場合などに有用である。また、ボール回転方向検出
システムへの伏角αの入力を、容易に行うことができる。
【００１９】
　また、上記座標回転算出部は、上記磁気センサによって検出された地磁気ベクトルの時
間変化に基づいて、上記ボール座標系における地球座標系の回転速度をさらに算出するよ
う構成されており、上記ボール回転方向検出システムは、上記座標回転算出部によって算
出された上記ボール座標系における地球座標系の回転速度に基づいて、上記ボールの回転
速度を算出する回転速度算出部をさらに有することが好ましい。
　この場合には、ボールの回転軸の向き及び回転方向と合わせて、回転速度も測定するこ
とができる。そのため、例えば、球種の判定や球質の評価を、より高精度に行うことがで
きる。
【００２０】
　また、上記ボール回転方向検出システムは、上記ボールに固定され上記加速度センサが
検出する加速度ベクトルよりも大きい衝撃加速度を少なくとも一軸方向において検出する
衝撃加速度センサと、該衝撃加速度センサによって検出された加速度に基づいて上記ボー
ルの空中移動が終了した時点を判定する終了判定部とをさらに有することが好ましい。
　この場合には、ボールの空中移動が終了した時点を判定することができるため、空中移
動終了後には回転軸及び回転方向を計測しないようにすることができる。これにより、測
定結果を格納するために必要となるメモリの容量を抑制することができる。
【００２１】
　また、上記衝撃加速度センサは、上記加速度センサよりも、検出感度が低く、検出レン
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ジが広いことが好ましい。この場合には、空中移動するボールに作用する空気抵抗と、空
中移動終了時点にボールが受ける衝撃とを、それぞれ適確に検出することができる。
【００２２】
　また、上記衝撃加速度センサは、互いに直交する３つの軸方向の上記衝撃加速度を測定
するよう構成されていることが好ましい。この場合には、空中移動終了時点にボールが受
ける衝撃を、確実に検出することができる。
【００２３】
　また、上記ボール回転方向検出システムは、上記衝撃加速度センサによって検出された
加速度に基づいて上記ボールの空中移動が開始した時点を判定する開始判定部をさらに有
することが好ましい。この場合には、ボールの空中移動が開始した時点を判定することが
できるため、空中移動前に計測されたデータを、メモリに残す必要がなくなる。これによ
り、メモリの容量を抑制することができる。
【００２４】
　また、投げられた上記ボールが捕球されたときの加速度ベクトルを、捕球時加速度ベク
トルとして上記加速度センサによって検出し、上記捕球時加速度ベクトルに基づいて、上
記ボール座標系における上記進行方向を算出するよう構成されているものとすることもで
きる。この場合には、捕球時の衝撃により検出される加速度ベクトルを用いて、ボールの
進行方向を算出することができる。そのため、加速度センサとして検出感度が特に高いセ
ンサを用いる必要もなくなる。その結果、進行方向を容易かつ正確に検出することができ
る。
【００２５】
　また、上記磁気センサは、マグネトインピーダンスセンサからなることが好ましい。こ
の場合には、より正確に、ボールの回転軸の向き及び回転方向を測定することができる。
すなわち、マグネトインピーダンスセンサ（以下、「ＭＩセンサ」ともいう。）は、検出
感度及び応答性に優れているため、地磁気を正確に検出できると共に、測定間隔を極めて
短くすることができる。そのため、ボールが高速回転している場合にも、進行方向及び重
力方向に対するボールの回転軸の向き及び回転方向を、正確に測定することが可能となる
。
【００２６】
（実施形態１）
　ボール回転方向検出システムの実施形態につき、図１～図７を用いて説明する。
　本実施形態のボール回転方向検出システム１は、図２、図３に示すように空中を移動す
るボールＢの、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを検出
するシステムである。
　図１に示すごとく、ボール回転方向検出システム１は、磁気センサ２と、加速度センサ
３と、方角記憶部４と、伏角記憶部１１と、演算部１０と、を有する。
【００２７】
　図４に示すごとく、磁気センサ２は、ボールＢに固定された３軸直交座標系であるボー
ル座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍを検出する。加速度センサ３は、ボール座標系ＣB

における加速度ベクトルａを検出する。
　方角記憶部４は、ボールＢが移動する方角である移動方角を記憶する。ここでいう方角
とは、東西南北の方角を意味する。
　伏角記憶部１１は、測定地における地磁気の伏角を記憶する。
【００２８】
　演算部１０は、地磁気ベクトルｍと、加速度ベクトルａと、移動方角と、伏角と、地磁
気ベクトルｍ又は加速度ベクトルａの時間変化と、を基に、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに
対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを算出する。
　図１に示すごとく、演算部１０は、進行方向算出部５と、重力方向算出部６と、座標回
転算出部７と、回転方向算出部８と、を有する。
【００２９】
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　進行方向算出部５は、加速度センサ３によって検出された加速度ベクトルａに基づいて
、ボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆを算出する。
　重力方向算出部６は、ボールＢの空中移動中に磁気センサ２によって検出された地磁気
ベクトルｍと、ボールＢの空中移動中に加速度センサ３によって検出された加速度ベクト
ルａと、方角記憶部４に記憶された移動方角とに基づいて、ボール座標系ＣBにおける重
力方向Ｇを算出する。
【００３０】
　座標回転算出部７は、ボールＢの空中移動中に磁気センサ２によって検出された地磁気
ベクトルｍの時間変化に基づいて、ボール座標系ＣB（図４）における地球座標系ＣE（図
６）の回転軸及び回転方向Ｒを算出する。地球座標系ＣEは、地球に固定された３軸直交
座標系であり、南北方向と東西方向と鉛直方向との３本の互いに直交する座標軸を有する
。図６において、Ｓは南方、Ｎは北方、Ｅは東方、Ｗは西方、Ｕは上方、Ｄは下方、をそ
れぞれ表す。
【００３１】
　回転方向算出部８は、進行方向算出部５によって算出されたボール座標系ＣBにおける
進行方向Ｆと、重力方向算出部６によって算出されたボール座標系ＣBにおける重力方向
と、座標回転算出部７によって算出されたボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転
軸及び回転方向Ｒと、に基づいて、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸
Ａの向き及び回転方向Ｒを算出する。
【００３２】
　磁気センサ２及び加速度センサ３は、いずれもボールＢ内に固定されている。そして、
磁気センサ２は、互いに直交する３つの軸方向（図４、図５におけるＸ軸方向、Ｙ軸方向
、Ｚ軸方向）における地磁気をそれぞれ検出するよう構成されている。加速度センサ３は
、互いに直交する３つの軸方向における加速度をそれぞれ検出するよう構成されている。
これにより、ボールＢに固定された３軸直交座標系であるボール座標系ＣBにおける地磁
気ベクトルｍ及び加速度ベクトルａをそれぞれ測定することができる。また、加速度セン
サ３は、ボールＢの重心付近に内蔵されている。
【００３３】
　本実施形態のボール回転方向検出システム１は、図２に示すごとく、野球の投手がピッ
チャープレートＰからホームベースＨ（キャッチャー）に向かってボールＢを投げる場合
に、ボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを検出する。なお、図２、図３において、
符号Ｌは、水平な地面を表す。
【００３４】
　投手がボールＢを投げたとき、ボールＢは、回転しながら空中を移動する。このとき、
ボールＢは、概略水平方向に移動する。この空中移動中のボールＢには、進行方向Ｆと反
対方向に空気抵抗が作用することとなる。この空気抵抗は、ボールＢに搭載された加速度
センサ３によって、加速度として検出される。すなわち、図３に示すごとく、ボールＢの
進行方向Ｆと逆向きのベクトルを、ボール座標系ＣBにおける加速度ベクトルａとして検
出することができる。
【００３５】
　進行方向算出部５は、ボールＢに作用する加速度ベクトルａに基づいて、ボールＢの進
行方向Ｆを算出することができる。具体的には、加速度ベクトルａの方向と逆向きの方向
を進行方向Ｆとして算出することができる。加速度ベクトルａは、ボールＢの空中移動中
において逐次検出することができ、例えば、２５０回／秒以上の頻度で検出する。すなわ
ち、測定間隔を例えば４ｍ秒以下とする。
【００３６】
　空中移動中、通常は、ボールＢは回転しているため、ボール座標系ＣB自体も、地球座
標系ＣEに対して回転している。一方、ボールＢの進行方向Ｆは、概略一定であり、経時
的にほとんど変化しない。実際にはボールＢの軌跡は放物線を描くなど、ボールＢの進行
方向Ｆは完全に一定ではないが、ボールＢの回転によるボールＢの向き（姿勢）の変化に
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比べれば、略一定といえる。このように、地球座標系ＣEに対しては、進行方向Ｆは略一
定であり、ボール座標系ＣBは回転している。
【００３７】
　そのため、ボール座標系ＣBから見た進行方向Ｆ、すなわちボール座標系ＣBにおける進
行方向Ｆは、逐次変化し、ボール座標系ＣBから見た加速度ベクトルａの方向、すなわち
ボール座標系ＣBにおける加速度ベクトルａの方向は、逐次変化する。しかし、各瞬間に
おいては、加速度ベクトルａの逆方向が進行方向Ｆであることに変わりはないため、各瞬
間における加速度ベクトルａの逆方向を、当該瞬間におけるボールＢの進行方向Ｆとして
、算出することができる。このようにして、ボールＢの空中移動中の各瞬間において、ボ
ール座標系ＣBにおけるボールＢの進行方向Ｆを算出することができる。
【００３８】
　一方、ボールＢは自由落下の状態にあるため、ボールＢに重力は作用しない。そのため
、加速度センサ３だけでは、重力方向Ｇを検出することはできない。そこで、重力方向算
出部６がボール座標系ＣBにおける重力方向Ｇを算出するにあたっては、図４に示すごと
く、磁気センサ２によって検出されるボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍをも利
用する。
　ここで、本実施形態においては、加速度ベクトルａ及び地磁気ベクトルｍの他に、重力
方向Ｇの算出に利用する情報として、地磁気の伏角α、及び、ボールＢの進行方向Ｆと重
力方向Ｇとのなす角度（進行角度β）がある。
【００３９】
　図３に示すごとく、地磁気ベクトルｍと重力方向Ｇとのなす角度は、予め正確に把握す
ることができる。つまり、地磁気については、地球上の各地点において所定の伏角αが定
まっており、例えば、日本の関東では、約４９°として定まっている。緯度が異なれば伏
角αも変化するが、その各地点における伏角も把握されているため、より正確に算出した
い場合には、その各地点における伏角を利用すればよい。このように、測定地における伏
角は一定値として定まっているため、伏角αから重力方向Ｇと地磁気ベクトルｍとの角度
は一定値として把握される。
【００４０】
　また、ボールＢの進行方向Ｆは、上述のように、略水平方向であることが分かっている
。したがって、ボールＢの進行方向Ｆと重力方向Ｇとのなす角度である進行角度βは、略
直角であることが分かっている。なお、ここで、進行角度βが、９０°ではなく、例えば
、８５°など、直角以外の角度であっても、進行角度βは予め把握することができる。
【００４１】
　図１に示すごとく、ボール回転方向検出システム１は、地磁気の伏角αを記憶する伏角
記憶部１１と、ボールＢの進行方向Ｆと重力方向Ｇとのなす角度である進行角度βを記憶
する進行角記憶部１２とを有する。そして、重力方向算出部６は、磁気センサ２によって
検出された地磁気ベクトルｍと、加速度センサ３によって検出された加速度ベクトルａと
、伏角αと、進行角度βと、移動方角とに基づいて、ボール座標系ＣBにおける重力方向
Ｇを算出するよう構成されている。ここで、重力方向算出部６は、図３に示すごとく、地
磁気ベクトルｍと重力方向Ｇとがなす角度が９０°－αであり、かつ加速度ベクトルａと
重力方向Ｇとがなす角度が１８０°－βであることを前提に、上記の演算を行う。
【００４２】
　つまり、ボール座標系ＣBにおいて、「地磁気ベクトルｍとのなす角度が９０°－αと
なり、かつ、加速度ベクトルａとのなす角度が１８０°－βとなるベクトル」の方向を、
重力方向Ｇとして算出する。しかし、図４に示すごとく、「地磁気ベクトルｍとのなす角
度が９０°－αとなり、かつ、加速度ベクトルａとのなす角度が１８０°－βとなるベク
トル」は、通常、２つ存在する。
【００４３】
　なお、図４において、破線の円Ｅaは、加速度ベクトルａとのなす角度が１８０°－β
となるあらゆる単位ベクトルの終点の軌跡に相当する。また、破線の円Ｅmは、地磁気ベ
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クトルｍとのなす角度が９０°－αとなるあらゆる単位ベクトルの終点の軌跡に相当する
。これら２つの軌跡円Ｅa、Ｅmの交点が、「地磁気ベクトルｍとのなす角度が９０°－α
となり、かつ、加速度ベクトルａとのなす角度が１８０°－βとなるベクトル」の終点と
なるが、この交点は通常２つある。この２つのベクトルを以下において、適宜、ベクトル
Ｇ１、Ｇ２という。
【００４４】
　ただし、ボールＢの移動方角が、南北方向に平行である場合には、ベクトルＧ１、Ｇ２
は、一つに重なる。地磁気の偏角を考慮して厳密に言うと、地磁気ベクトルｍの水平方向
成分と、ボールＢの進行方向Ｆの水平方向成分とが平行である場合に、ベクトルＧ１、Ｇ
２は一致して、一つのベクトルに定まる。そして、地磁気ベクトルｍの水平方向成分と、
ボールＢの進行方向Ｆの水平方向成分とが概略平行であれば、すなわち、ボールＢの移動
方角が概略南北方向に平行であれば、ベクトルＧ１、Ｇ２は２つ存在しても、その方向は
概略同じである。
【００４５】
　ところが、ボールＢの移動方角が、南北方向からずれると、ベクトルＧ１、Ｇ２は、２
つ存在するため、そのうちのいずれか一方を重力方向Ｇとして算出する必要がある。この
２つのベクトルＧ１、Ｇ２のうちの一方を選択する際、方角記憶部４に記憶された移動方
角を用いる。つまり、移動方角が、南北方向からずれた場合、その移動方角に基づいて、
２つの解（ベクトルＧ１、Ｇ２）の一方を重力方向Ｇのベクトルとして選択する。具体的
には、例えば、移動方角が西方（加速度ベクトルａの方角が東方）である場合、ベクトル
Ｇ１、Ｇ２のうち、加速度ベクトルａと磁気ベクトルｍの外積のベクトル（ｍ×ａ）によ
り近い方のベクトルを重力方向Ｇのベクトルとして選択する。逆に、移動方角が東方（加
速度ベクトルａの方角が西方）である場合、ベクトルＧ１、Ｇ２のうち、磁気ベクトルｍ
と加速度ベクトルａの外積のベクトル（ａ×ｍ）により近い方のベクトルを重力方向Ｇの
ベクトルとして選択する。
【００４６】
　一方、移動方角が、実質的に南北方向（すなわち、実質的に南方又は北方）である場合
には、上述のようにベクトルＧ１とＧ２とは重なるか、仮に２つの解（ベクトルＧ１、Ｇ
２）があったとしても、２つの解に大きな差異はない。そのため、いずれの解を、重力方
向Ｇのベクトルとして選んでもよい。
　なお、本実施形態においては、移動方角については、南北方向からずれている場合、東
西のうちの東方であるか西方であるかが分かれば、正確な方角は必ずしも必要ない。ただ
し、南北方向と略一致していると判断する際には、必要とする精度に応じた移動方角の正
確性が求められる。
【００４７】
　上記のようにして、ボールＢの空中移動中における各瞬間において、ボール座標系ＣB

における進行方向Ｆと重力方向Ｇとを算出することができる。
　それゆえ、ボールＢの空中移動中における各瞬間において、ボール座標系ＣBにおける
地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向が得られれば、ボール座標系ＣBを介して、進行方向
Ｆに対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒ、並びに、重力方向Ｇに対するボー
ルＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを得ることが可能となる。
【００４８】
　そこで、座標回転算出部７は、磁気センサ２によって検出された地磁気ベクトルｍの時
間変化に基づいて、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向を算出
する。つまり、地磁気ベクトルｍは、地球座標系ＣEに固定されているため、ボール座標
系ＣBにおける地磁気ベクトルｍの時間変化から、ボール座標系ＣBにおける地球座標系Ｃ

Eの回転軸及び回転方向を算出できる。具体的には、例えば４ｍｓ以下の時間間隔にて逐
次得られるボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍの時間変化に基づいて、ボール座
標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向を算出できる。つまり、図５に示す
ごとく、時刻ｔnと時刻ｔn+1とのそれぞれにおける地磁気ベクトルｍnと地磁気ベクトル
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ｍn+1との向きの変化する方向が、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転方向で
あって、その軸が回転軸Ａである。
【００４９】
　また、２つの地磁気ベクトルｍn、ｍn+1のなす角度が、時刻ｔnと時刻ｔn+1との間の回
転角度である。つまり、２つの地磁気ベクトルｍn、ｍn+1のなす角度をΔφとしたとき、
回転角速度も、Δφ／（ｔn－ｔn+1）にて求めることができる。すなわち、本実施形態の
ボール回転方向検出システム１は、上述のようにしてボールＢの回転速度を算出する回転
速度算出部１３をも有する。回転速度算出部１３は、座標回転算出部７によって算出され
たボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転速度に基づいて、ボールＢの回転速度を
算出する。
【００５０】
　言うまでもないが、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸は、地球座標系Ｃ

Eにおけるボール座標系ＣBの回転軸と一致しており、ボール座標系ＣBにおける地球座標
系ＣEの回転方向は、地球座標系ＣEにおけるボール座標系ＣBの回転方向と逆向きである
。
【００５１】
　そして、回転方向算出部８は、上記のようにして算出された、ボール座標系ＣBにおけ
る進行方向Ｆと重力方向Ｇと地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向とに基づいて、進行方
向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを算出する。進行
方向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒは、ボールＢの
空中移動中の各瞬間において、算出されることとなる。
【００５２】
　ここで、ボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆ及び重力方向Ｇも、時々刻々と変化する
。それゆえ、図５に示すごとく、時刻ｔnのボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆ及び重力
方向Ｇと、時刻ｔn+1のボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆ及び重力方向Ｇとは、互いに
異なる。そうすると、厳密には、ボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒの基準とする
進行方向Ｆ及び重力方向Ｇが定まらないこととなり、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する
ボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒが求められないこととなってしまうとも考えら
れる。しかし、測定間隔を例えば４ｍｓ以下とする等により、充分に短くすれば、時刻ｔ

nのボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆ及び重力方向Ｇと、時刻ｔn+1のボール座標系ＣB

における進行方向Ｆ及び重力方向Ｇとは、ほぼ一致することとなり、これを基準に、ボー
ルＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを算出することはできる。
【００５３】
　あるいは、時刻ｔnのボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆと、時刻ｔn+1のボール座標
系ＣBにおける進行方向Ｆとの平均の方向を、時刻ｔn～ｔn+1間の進行方向Ｆとし、時刻
ｔnのボール座標系ＣBにおける重力方向Ｇと、時刻ｔn+1のボール座標系ＣBにおける重力
方向Ｇとの平均の方向を、時刻ｔn～ｔn+1間の重力方向Ｇとしてもよい。
【００５４】
　いずれにしても、各瞬間の回転軸、回転角度、回転角速度、及びそれぞれの時間変化を
精度よく求めることが要求される。それゆえ、磁気センサ２及び加速度センサ３の測定時
間の間隔を充分に短くする。したがって、磁気センサ２及び加速度センサ３としては、短
時間で測定可能な高い応答性を備えた仕様のセンサを用いることが好ましい。
【００５５】
　次に、磁気センサ２の構造について説明する。本実施形態の磁気センサ２は、マグネト
インピーダンスセンサからなる。図７に示すごとく、磁気センサ２は、互いに直交する３
軸方向（Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向）にそれぞれの感度方向を向けて配置された３つのセン
サ素子２ｘ、２ｙ、２ｚを、センサ基板２０上に配置してなる。各センサ素子２ｘ、２ｙ
、２ｚは、マグネトインピーダンスセンサ素子からなる。
【００５６】
　各センサ素子２ｘ、２ｙ、２ｚは、それぞれ、非磁性体からなる基体部２１と、基体部
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２１に固定されたアモルファスワイヤ２２と、アモルファスワイヤ２２に巻回された検出
コイル２３とを備える。各センサ素子２ｘ、２ｙ、２ｚに検出される、各軸方向における
地磁気の強さに基づいて、磁気センサ２は、ボール座標系ＣB（３軸直交座標系）におけ
る地磁気ベクトルａを検出することができる。
【００５７】
　また、加速度センサ３としては、例えば、静電容量型の加速度センサを用いることがで
きる。かかる加速度センサとして、例えば、Ｋｉｏｎｉｘ社製ＫＸ０２２がある。
【００５８】
　本実施形態において、磁気センサ２、加速度センサ３、方角記憶部４、進行方向算出部
５、重力方向算出部６、座標回転算出部７、回転方向算出部８、伏角記憶部１１、進行角
記憶部１２、回転速度算出部１３は、ボールＢに搭載されている。また、ボールＢには、
回転方向算出部８によって算出されたボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒのデータ
や、回転速度算出部１３によって算出されたボールＢの回転速度のデータを記憶するため
のメモリが搭載されている。
　ただし、必ずしもこれらのすべてがボールＢに搭載されている必要はなく、例えば回転
方向算出部８及び回転速度算出部１３を、ボールＢとは別体の外部機器内に設けることも
できる。この場合、ボールＢと外部機器との間での無線通信等によってデータを送受信す
ることにより、データ処理を行うことも考えられる。
【００５９】
　上述のように、上記ボール回転方向検出システム１によれば、地磁気ベクトルｍと加速
度ベクトルａとを利用して、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向
き及び回転方向Ｒを検出することできる。それゆえ、簡易な構成にて、空中を移動するボ
ールの、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを検出するこ
とができる。
【００６０】
　これにより、例えば、野球の投手が投げたボールの球種を判定したり、球質を評価した
りすることが、簡易な構成にて可能となる。また、球種や球質を、単に定性的に評価する
だけでなく、定量的に数値化して評価することも可能となる。
　例えば、右投げ投手の投げたボールの回転軸Ａが、概略重力方向Ｇを向いており、その
回転方向Ｒが、上方から見て左回りであった場合、カーブ又はスライダーであると判定す
る。また、右投げ投手の投げたボールの回転軸Ａが、概略重力方向Ｇを向いており、その
回転方向Ｒが、上方から見て右回りであった場合、シュートと判定する。また、ボールＢ
の回転軸Ａが、概略、進行方向Ｆと重力方向Ｇとの双方に直交し、その回転方向Ｒは逆回
転（バックスピン：進行方向Ｆの前側の面が上向きに移動するような回転）である場合、
ストレート（直球）と判定する。
【００６１】
　なお、カーブとスライダーとの区別も、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸Ａの
向きの違いによって区別することもできる。あるいは、カーブとスライダーとの区別にあ
たり、ボールＢの回転速度をも判断材料に加えたり、球速を判断材料に加えたりしてもよ
い。
【００６２】
　また、同じカーブでも、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸Ａの向きは、投手ご
とに異なり、また、投げ方によっても変わる。例えば、回転軸Ａが、重力方向Ｇに対して
斜めになったり、進行方向Ｆに対して斜めになったりすることもある。それゆえ、実際に
球種の判定を行う場合には、予め、投手の持ち球（よく投げる球種）と、各持ち球の特徴
（回転軸の向きなど）とを把握しておき、その特徴に近い回転の仕方が検出されたときに
、当該球種であると判定するなどのプログラミングを行ってもよい。
【００６３】
　なお、球種の判定のみであれば、従来から、専門の野球解説者等によって判断が可能で
あるが、本実施形態のシステムにおいては、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢ
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の回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒの情報を用いて、投手の投げる球自体の評価を定量的に
行うことが可能となる。すなわち、ボールＢの回転軸Ａの向きや回転速度を把握すること
により、投球フォームやボールの握り方など、その投手の投球の仕方の改善に役立てるこ
とも考えられる。
【００６４】
　例えば、直球であっても、回転軸Ａが、進行方向Ｆと重力方向Ｇとの双方に直交するの
が理想であるとしたときに、実際に投げたボールの回転軸が進行方向Ｆと重力方向Ｇとの
双方に直交する方向に対して斜めになることがある。これをボール回転方向検出システム
１によって検出して、その情報を投手の投球の仕方の改善に役立てることも考えられる。
　また、変化球を投げるにあたって、ボールの回転軸の向きを様々に変化させたい場合も
考えられる。このように、所望の変化球の習得にあたり、投げたボールの回転軸を確認し
つつ、投球方法を工夫しながら練習することもできる。
【００６５】
　以上のごとく、本実施形態によれば、簡素な構成にて、空中を移動するボールの、進行
方向及び重力方向に対する回転軸の向き及び回転方向を検出する、ボール回転方向検出シ
ステムを提供することができる。
【００６６】
（実施形態２）
　本実施形態は、図８～図１０に示すごとく、ボールの移動方角を算出する方角算出部１
４をさらに有するボール回転方向検出システム１の実施形態である。
　すなわち、方角算出部１４は、所定の姿勢でボールＢを静置した状態において、磁気セ
ンサ２によって検出された地磁気ベクトルｍによって、移動方角ＰＨを算出するよう構成
されている。
　ここで、所定の姿勢とは、図９、図１０に示すごとく、ボールＢの表面において互いに
直交する方向を向いた第１特定部位Ｂ１と第２特定部位Ｂ２とを、それぞれ移動方角ＰＨ
と鉛直上方に向けた姿勢をいう。
【００６７】
　第１特定部位Ｂ１及び第２特定部位Ｂ２は、例えばボールＢの表面に外観上目視できる
目印とすることができる。そして、第１特定部位Ｂ１及び第２特定部位Ｂ２と、ボールＢ
に固定された地磁気センサ２の向きとの関係とは、把握された状態としておく。例えば、
地磁気センサ２の一つのセンサ素子の感度方向の部位を第１特定部位Ｂ１とし、他の一つ
のセンサ素子の感度方向の部位を第２特定部位Ｂ２としておく。本実施形態においては、
図１０に示すごとく、ボールＢの重心に対してＸ軸のプラス側方向の位置に、第１特定部
位Ｂ１を設け、ボールＢの重心に対してＺ軸のプラス側方向の位置に、第２特定部位Ｂ２
を設ける。
【００６８】
　そして、図９に示すごとく、第１特定部位Ｂ１を移動方角ＰＨ、すなわち、投球の目標
となる方角に向けると共に、第２特定部位Ｂ２を鉛直上方に向けた状態で、ボールＢを地
面に静置する。より具体的には、第２特定部位Ｂ２を上方に向けつつ、第１特定部位Ｂ１
をホームベースＨの方角に向けて、ピッチャープレートＰ上もしくはその周辺の地面にボ
ールＢを静置する。これにより、ボール座標系ＣBにおけるＸ軸方向が、投球しようとす
る方角、すなわち移動方角ＰＨに一致し、Ｚ軸方向が鉛直上方に一致する。
【００６９】
　この状態において地磁気センサ２によって検出される地磁気ベクトルｍの水平方向成分
（Ｘ－Ｙ平面上への投影ベクトル）と、ボール座標系ＣBのＸ軸方向との関係から、移動
方角ＰＨを求める。つまり、地磁気ベクトルｍの水平方向成分は南方を向いているため、
これに対するＸ軸の向きが分かれば、Ｘ軸の方角が分かり、移動方角ＰＨが分かる。
　上記のように方角算出部１４によって算出された移動方角ＰＨを、方角記憶部４に記憶
する。そして、重力方向算出部６は、移動方角ＰＨを、実施形態１において説明した２つ
のベクトルＧ１、Ｇ２のうちのいずれを重力方向Ｇのベクトルとして選択するかの判断に
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用いる。
【００７０】
　その他は、実施形態１と同様である。
　なお、実施形態２以降において用いた符号のうち、既出の実施形態において用いた符号
と同一のものは、特に示さない限り、既出の実施形態におけるものと同様の構成要素等を
表す。
【００７１】
　本実施形態においては、移動方角ＰＨ、すなわち投球しようとする方角を、ボールＢに
固定された磁気センサ２を利用して検出することができる。それゆえ、例えば、投球しよ
うとする方角があらかじめ把握されていない場所で測定する場合などに有用である。また
、ボール回転方向検出システム１への移動方角ＰＨの入力を、容易に行うことができる。
　その他、実施形態１と同様の作用効果を有する。
【００７２】
（実施形態３）
　本実施形態は、図１１に示すごとく、伏角αを算出する伏角算出部１５をさらに有する
ボール回転方向検出システム１の実施形態である。
　伏角算出部１５は、ボールＢを静置した状態において、加速度センサ３によって検出さ
れた加速度ベクトルａと、磁気センサ２によって検出された地磁気ベクトルｍとに基づい
て、伏角αを算出するよう構成されている。
【００７３】
　図１２に示すごとく、ボールＢを静置した状態において加速度センサ３によって検出さ
れる加速度ベクトルａの方向は、重力方向Ｇでもある。それゆえ、この加速度ベクトルａ
と地磁気ベクトルｍとの双方が検出されれば、重力方向Ｇと地磁気ベクトルｍの方向との
角度が特定され、水平面に対する地磁気ベクトルｍの角度、すなわち伏角αが特定される
。
【００７４】
　このようにして、伏角算出部１５によって算出された伏角αを、伏角記憶部１１に記憶
する。
　その他は、実施形態１と同様である。
【００７５】
　本実施形態においては、測定場所における地磁気の伏角αを、ボールＢに固定された磁
気センサ２及び加速度センサ３を利用して検出することができる。それゆえ、例えば、伏
角αがあらかじめ把握されていない場所で測定する場合などに有用である。また、ボール
回転方向検出システム１への伏角αの入力を、容易に行うことができる。
　その他、実施形態１と同様の作用効果を有する。
【００７６】
（実施形態４）
　本実施形態は、図１３に示すごとく、衝撃加速度センサ３１と、ボールＢの空中移動が
終了した時点を判定する終了判定部１６とをさらに有する、ボール回転方向検出システム
１の実施形態である。
【００７７】
　衝撃加速度センサ３１は、ボールＢに固定され、加速度センサ３が検出する加速度ベク
トルｍよりも大きい衝撃加速度を少なくとも一軸方向において検出する。本実施形態にお
いては、衝撃加速度センサ３１は、互いに直交する３つの軸方向の衝撃加速度を測定する
よう構成されている。なお、衝撃加速度センサ３１は、ボールＢの重心から外れた位置に
固定されていてもよい。
【００７８】
　終了判定部１６は、衝撃加速度センサ３１によって検出された加速度に基づいて、ボー
ルＢの空中移動が終了した時点（以下において、適宜「終了時点」ともいう。）を判定す
る。
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　すなわち、ボールＢの空中移動が終了する際には、例えばボールＢが捕手のミット、打
者のバット、或いは地面に衝突して、ボールＢに大きな衝撃が加わる。このボールＢに加
わる衝撃は、大きな加速度として計測することができる。この加速度を、衝撃加速度セン
サ３１によって検出し、この検出信号を基に、終了判定部１６が、終了時点を判定する。
【００７９】
　これに伴い、ボール回転方向検出システム１は、判定された終了時点で、ボールＢの回
転軸Ａの向き及び回転方向Ｒの検出を自動的に終了することができる。また、ボールＢの
回転速度の算出についても、上記終了時点において、自動的に終了することができる。
【００８０】
　また、衝撃加速度センサ３１は、加速度センサ３よりも、検出感度が低く、検出レンジ
が広い。すなわち、加速度センサ３は、ボールＢに作用する空気抵抗に起因する加速度ベ
クトルａを検出するため、高い検出感度が要求される一方、検出レンジは比較的狭くても
よい。ところが、衝撃加速度センサ３１は、上記のように、種々の衝撃を検出する必要が
あるため、検出感度は比較的低くてもよいものの、検出レンジは広くなければならない。
【００８１】
　それゆえ、本実施形態においては、ボールＢに、空気抵抗を検出するための加速度セン
サ３とは別に、衝撃を検出するための衝撃加速度センサ３１を固定している。そして、衝
撃加速度センサ３１は、加速度センサ３に比べて、検出感度は低く、検出レンジは広いも
のとしている。
　例えば、加速度センサ３としては、Ｋｉｏｎｉｘ社製ＫＸ０２２を用い、衝撃加速度セ
ンサ３１としては、ＳＴＭｉｃｒｏ社製Ｈ３ＬＩＳ３３１ＤＬを用いることができる。
【００８２】
　このように、衝撃加速度センサ３１の検出感度を低くしておくことにより、ボールＢの
空中移動中においてボールＢに作用する空気抵抗は、衝撃加速度センサ３１によって検出
されないようにすることができる。その結果、衝撃加速度センサ３１は、ほとんど検出値
がゼロの状態が続いた後に、空中移動の終了に伴う衝撃を検出することとなるため、終了
時点を明確に検出しやすい。
　その他、実施形態１と同様の作用効果を有する。
【００８３】
（実施形態５）
　本実施形態は、図１４に示すごとく、ボールＢの空中移動が開始した時点を判定する開
始判定部１７をさらに有するボール回転方向検出システム１の実施形態である。
　開始判定部１７は、衝撃加速度センサ３１によって検出された加速度に基づいて、ボー
ルＢの空中移動が開始した時点（以下において、適宜「開始時点」という。）を判定する
。
【００８４】
　すなわち、ボールＢの空中移動を開始する際には、投手の指先から、ボールＢに大きな
衝撃が加わる。そして、投手の指先を離れた後には、ボールＢに作用する力は、基本的に
は空気抵抗のみであり、投手の指先から加わる衝撃力に比べて充分に小さい。それゆえ、
衝撃加速度センサ３１による検出値がゼロが続く直前に、加速度が検出された時点として
、ボールの空中移動の開始時点を把握することができる。なお、衝撃加速度センサ３１を
ボールＢの重心から大きくずれた位置に設けた場合、衝撃加速度センサ３１には回転に伴
う遠心力が作用するが、空中移動中、この値は略一定である。そのため、衝撃加速度セン
サ３１が検出する加速度が一定の状態が続く直前の加速度の変化の時点を、開始時点と判
定することができる。
【００８５】
　これに伴い、ボール回転方向検出システム１は、判定された開始時点と終了時点との間
が、ボールＢの空中移動中であることを把握することができる。それゆえ、この間だけ、
ボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒの検出を行うようにすることができる。また、
ボールの回転速度の算出についても、同様である。
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　その他は、実施形態４と同様の構成を有し、同様の作用効果を奏する。
【００８６】
（実施形態６）
　本実施形態は、図１５～図１７に示すごとく、ボールＢの進行角度β（図３に示すボー
ルＢの進行方向Ｆと重力方向Ｇとのなす角度）を予め入力することなく、進行方向Ｆ及び
重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを算出する形態である。図
１５は、本実施形態のボール回転方向検出システム１における演算フローを含む概念図で
ある。
【００８７】
　まず、図１６に示すボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍ及び進行方向ベクトル
ｆを求める。ボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍは、実施形態１と同様の方法に
て、磁気センサ２の出力を基に得ることができる。ボール座標系ＣBにおける進行方向ベ
クトルｆは、加速度センサ３の出力から得られる加速度ベクトルａと反対向きのベクトル
として得られる。このボール座標系ＣBにおける進行方向ベクトルｆを算出する算出部は
、進行方向算出部５に対応する。なお、ここで、地磁気ベクトルｍ及び進行方向ベクトル
ｆは、単位ベクトルとして算出する。
【００８８】
　次に、これら地磁気ベクトルｍと進行方向ベクトルｆとのなす角度φを求める。つまり
、ボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍ及び進行方向ベクトルｆは、ボールＢの回
転に伴い、逐次変化するが、ボールＢが直進する限り、両者のなす角度は変化しない。そ
こで、各瞬間におけるボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍと進行方向ベクトルｆ
とから、両者のなす角度φは具体的に算出される。この角度φは、図１７に示すごとく、
地球座標系ＣEにおいても変わることがない。すなわち、地球座標系ＣEにおける地磁気ベ
クトルｍと進行方向ベクトルｆとのなす角度も当然φとなる。
【００８９】
　次に、地磁気ベクトルｍは、図１７に示すごとく、地球座標系ＣEにおいては特定のベ
クトル値として固定される。まず、地球座標系ＣEにおける南北方向軸ＳＮと上下方向軸
ＵＤとの双方を含む平面Ｐ１上に、地磁気ベクトルｍは存在する。また、地磁気ベクトル
ｍは、北半球では、北方Ｎに対して伏角αの角度分、斜め下方を向く。さらに、地磁気ベ
クトルｍは、上記のように単位ベクトルとして定義されているため、その大きさが１であ
る。したがって、地球座標系ＣEにおける地磁気ベクトルｍを、（南北方向ＳＮ，東西方
向ＥＷ，上下方向ＵＤ）の直交３成分にて、（ｍSN，０，ｍUD）と表したとき、ｔａｎα
＝ｍUD／ｍSN、かつ、ｍSN

2＋ｍUD
2＝１、が成り立つ。

　この２つの関係式から、ｍSNとｍUDとが一義的に得られる。すなわち、地球座標系ＣE

における地磁気ベクトルｍが一義的に得られる。
　なお、ここでは、地磁気の方角は南北方向ＳＮに一致することを前提としており、偏角
を考慮しないことを前提としている。偏角まで考慮した算出を行う場合には、その分の補
正計算を行えばよい。
【００９０】
　次に、地球座標系ＣEにおける進行方向ベクトルｆを算出する。このとき、ボールＢの
移動方角γを利用する。ここで、移動方角γは、南方Ｓに対してなす角度として定義する
ことができる。ボールＢの移動方角γは、予め情報として得ておき、方角記憶部４に記憶
させておく。ボールＢの移動方角γは、例えば、計測地である球場のピッチャープレート
とホームベースとの位置関係から予め把握することができる。あるいは、何らかの方法で
、移動方角γを計測することは可能である。計測方法の一つして、上述した実施形態２に
おいて示した方法もある。
【００９１】
　上記のように移動方角がγである場合、地球座標系ＣEにおいて、上下方向軸ＵＤを含
み、移動方角γに平行な平面Ｐ２上に、進行方向ベクトルｆが存在することとなる。した
がって、地球座標系ＣEにおける進行方向ベクトルｆを、（南北方向ＳＮ，東西方向ＥＷ
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，上下方向ＵＤ）の直交３成分にて、（ｆSN，ｆEW，ｆUD）と表したとき、ｆSN、ｆEW、
ｆUDの間には、以下の２つの関係式が成り立つ。
　ｆSN

2＋ｆEW
2＋ｆUD

2＝１　　　　・・・式（１）
　ｔａｎγ＝ｆSN／ｆEW　　　　　・・・式（２）
【００９２】
　さらに、上述のように、進行方向ベクトルｆと地磁気ベクトルｍとのなす角度はφにて
定まっているため、２つの内積ｆ・ｍはｃｏｓφである。つまり、以下の式も成り立つ。
　（ｍSN，０，ｍUD）・（ｆSN，ｆEW，ｆUD）＝ｃｏｓφ　　　・・・式（３）
【００９３】
　上記の３つの式（１）、（２）、（３）の連立方程式を解くことにより、３つの未知数
ｆSN、ｆEW、ｆUDを求める。これにより、地球座標系ＣEにおける進行方向ベクトルｆを
求めることができる。
【００９４】
　このようにして、地球座標系ＣEにおける地磁気ベクトルｍ及び進行方向ベクトルｆを
一義的に求めることができる。その結果、地球座標系ＣEとボール座標系ＣBとの関係が一
義的に求められる。これにより、ボール座標系ＣBから見た上下方向軸ＵＤも一義的に求
めることができる。つまり、ボール座標系ＣBから見た重力方向Ｇが、一義的に求められ
る。ここまでの、ボール座標系ＣBから見た重力方向Ｇの算出を行う算出部が、重力方向
算出部６に対応する。なお、ボール座標系ＣBから見た進行方向Ｆは、上述の進行方向ベ
クトルｆから一義的に定まる。
【００９５】
　次に、ボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍ又は進行方向ベクトルｆの時間変化
から、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向を求める。すなわち
、ボールＢの回転に伴い、地球座標系ＣEに対してボール座標系ＣBが回転する。地磁気ベ
クトルｍ及び進行方向ベクトルｆは地球座標系ＣEに固定されているため、ボールＢの回
転に伴い、ボール座標系ＣBにおいて、地磁気ベクトルｍ及び進行方向ベクトルｆは回転
する。それゆえ、磁気センサ２の出力値の変化からボール座標系ＣBにおける地磁気ベク
トルｍの回転軸及び回転方向を求めることができる。また、加速度センサ３の出力値の変
化からボール座標系ＣBにおける進行方向ベクトルｆの回転軸及び回転方向を求めること
ができる。このボール座標系ＣBにおける地磁気ベクトルｍの回転軸及び回転方向、或い
は、ボール座標系ＣBにおける進行方向ベクトルｆの回転軸及び回転方向が、ボール座標
系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向となる。このように、ボール座標系Ｃ

Bにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向を算出する算出部が、座標回転算出部７に
対応する。
【００９６】
　上述のように、ボール座標系ＣBから見た重力方向Ｇ及び進行方向Ｆは、一義的に得ら
れるため、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸から、進行方向Ｆ及び重力方
向Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向きを算出することができる。さらに、ボールＢの回
転方向は、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転方向と逆向きの回転方向として
求めることができる。これにより、進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対するボールＢの回転軸
Ａの向き及び回転方向Ｒを算出することができる。このように、進行方向Ｆ及び重力方向
Ｇに対するボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒを算出する算出部が、回転方向算出
部８に対応する。
【００９７】
　本実施形態においては、ボールＢの移動方角γを入力すれば、ボールＢの進行角度β（
図３に示すボールＢの進行方向Ｆと重力方向Ｇとのなす角度）を入力する必要がない。そ
れゆえ、例えば投手の体格や投球フォームによって変わる進行角度βを予め計測しておく
などの準備を行うことなく、ボールＢの回転軸Ａの向き及び回転方向Ｒの検出を正確に行
うことができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を有する。
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【００９８】
（実施形態７）
　本実施形態は、図１８に示すごとく、投げられたボールＢが捕球されたときの加速度ベ
クトルａ（ｔｃ）に基づいて、ボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆを算出するようにし
た形態である。
　すなわち、本実施形態のボール回転方向検出システム１においては、投げられたボール
Ｂが捕球されたときの加速度ベクトルａを、捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）として加速
度センサ３によって検出する。この検出された捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）に基づい
て、ボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆを算出する。
【００９９】
　投手が投げたボールＢを捕手が捕球した瞬間に、ボールＢには、衝撃により大きな加速
度が作用する。つまり、ボールＢの進行方向Ｆと逆向きに、加速度がボールＢに作用する
。この加速度ベクトルａを、加速度センサ３によって検出する。そして、この加速度ベク
トルを捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）として、メモリに記憶する。
　捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）は、ボール座標系ＣBにおいて、進行方向Ｆと反対方
向を向いたベクトルとなる。それゆえ、この捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）に基づいて
、ボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆを求めることができる。
【０１００】
　また、捕球時点ｔｃにおいて磁気センサ２によって検出される地磁気ベクトルｍ（ｔｃ
）と、捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ）とに基づき、ボール座標系ＣBにおける重力方向
Ｇを求めることができる。このとき、実施形態１と同様に、方角記憶部４に記憶されたボ
ールＢの移動方角と、伏角記憶部１１に記憶された伏角α、進行角記憶部１２に記憶され
た進行角度βをも利用することもできる。
【０１０１】
　このようにして、捕球時点のデータとして、ボール座標系ＣBにおける、進行方向Ｆ、
重力方向Ｇ、地磁気ベクトルｍを求めることができる。これらの求め方については、実施
形態１に準ずる方法を採用することができる。
【０１０２】
　また、メモリには、投球されたボールＢが空中にある間のボール座標系ＣBにおける地
磁気ベクトルｍのデータを蓄積しておくことができる。それゆえ、図１８に示すごとく、
捕球時点ｔｃの所定の微小時間Δｔ１、Δｔ２前における、地磁気ベクトルｍ（ｔｃ－Δ
ｔ１）、ｍ（ｔｃ－Δｔ２）も採ることができる。ここで、Δｔ１＜Δｔ２とする。この
地磁気ベクトルｍ（ｔｃ－Δｔ１）と、ｍ（ｔｃ－Δｔ２）と、捕球時ｔｃの地磁気ベク
トルｍ（ｔｃ）とから、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転軸及び回転方向を
求めることができる。したがって、地球座標系ＣEに対するボール座標系ＣBの回転軸及び
回転方向を求めることができる。
【０１０３】
　具体的には、地磁気ベクトルｍ（ｔｃ－Δｔ１）とｍ（ｔｃ－Δｔ２）との差分と、
地磁気ベクトルｍ（ｔｃ－Δｔ１）とｍ（ｔｃ）との差分を採り、これら２つの差分ベク
トルの外積を採る。この外積ベクトルの向きが回転軸となる。そして、この回転軸を基準
とした差分ベクトルの向きが、ボール座標系ＣBにおける地球座標系ＣEの回転方向であり
、その反対方向が、地球座標系ＣEに対するボール座標系ＣBの回転方向となる。
【０１０４】
　そして、微小時間Δｔ１が充分に短く、地球座標系ＣEに対してボールＢの姿勢がほと
んど変わっていないとみなせる場合は、上記のようにして算出した地球座標系ＣEにおけ
る進行方向Ｆおよび重力方向Ｇもほとんど変わっていないとみなせる。この場合、これら
の進行方向Ｆと重力方向Ｇに対するボール座標系ＣBの回転軸及び回転方向を求めること
ができる。
　この算出方法については、実施形態１と同様の方法にて求めることができる。
【０１０５】



(19) JP 6332307 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

　また、微小時間Δｔ１、Δｔ２の間に、地球座標系ＣEに対してボールＢの姿勢が大き
く変わる場合には、時刻ｔｃ－Δｔ１、ｔｃ－Δｔ２における、ボール座標系ＣBから見
た進行方向Ｆおよび重力方向Ｇをも求める必要がある。この場合、各時点における地磁気
ベクトルｍ（ｔｃ－Δｔ２）、ｍ（ｔｃ－Δｔ１）、ｍ（ｔｃ）の向きが互いに大きく異
なると共に、進行方向Ｆおよび重力方向Ｇも大きく変わり得る。そこで、各時刻ｔｃ－Δ
ｔ２、ｔｃ－Δｔ１、ｔｃにおける進行方向Ｆの平均の方向と、各時刻ｔｃ－Δｔ２、ｔ
ｃ－Δｔ１、ｔｃにおける重力方向Ｇの平均の方向を、それぞれ基準の進行方向Ｆおよび
重力方向Ｇとみなす。そして、この基準の進行方向Ｆおよび重力方向Ｇに対して、ボール
座標系ＣBの回転軸及び回転方向を求めることができる。
　なお、微小時間Δｔ１及び微小時間（Δｔ２－Δｔ１）は、その間のボールＢの回転が
例えばπ／２程度となるようにとることで、回転軸の算出精度を上げやすい。
【０１０６】
　このようにして、捕球直前の微小時間における、ボールＢの進行方向Ｆ及び重力方向Ｇ
に対する回転軸の向き及び回転方向を算出することができる。
　球体であるボールＢが空中にある間は、基本的に回転軸は変化しない。そのため、捕球
直前の微小時間におけるボールＢの進行方向Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸の向き及び
回転方向が得られれば、その情報が、ボールＢが空中にある間全体のボールＢの情報と略
一致すると考えられる。それゆえ、捕球直前の微小時間の情報から、ボールＢの進行方向
Ｆ及び重力方向Ｇに対する回転軸の向き及び回転方向を得て、球種等の判定に用いること
ができる。
【０１０７】
　ただし、厳密に考えると、ボールＢが空中にある間に、回転軸が微妙に変化することも
ある。例えば、ボールの縫い目などのために、ボールの表面が必ずしも一様ではないこと
や、ボールの重量分布が必ずしも一様でないことなどが要因となり、空気の粘性の影響で
、回転軸が微妙に変化することもあると考えられる。
　かかる回転軸の微妙な変化を考慮して、ボールＢの回転軸の向き及び回転方向を求めた
い場合には、次のような方法にて、空中にある間の任意の時点のボールＢの回転軸を算出
することができる。
【０１０８】
　すなわち、上記のように求めた捕球時点ｔｃのボール座標系ＣBにおける進行方向Ｆと
重力方向Ｇと、捕球直前の微小時間におけるボールＢの回転軸および回転方向とから、捕
球時点ｔｃの微小時間Δｔ１前、Δｔ２前の時点、すなわち時刻ｔｃ－Δｔ１、ｔｃ－Δ
ｔ２の時点におけるボール座標系ＣBから見た進行方向Ｆと重力方向Ｇとを求めることが
できる。なお、捕球直前の微小時間におけるボールＢの回転軸および回転方向は、上述の
ように、３つの地磁気ベクトルｍ（ｔｃ）、ｍ（ｔｃ－Δｔ１）、ｍ（ｔｃ－Δｔ２）か
ら求めることができる。
【０１０９】
　そして、ボールＢが空中にある間に逐次取得した多数の地磁気ベクトルｍを順次用いる
ことにより、時刻を遡って、各時点（例えば、時刻ｔｃ、ｔｃ－Δｔ１、ｔｃ－Δｔ２、
・・・、ｔｃ－Δｔｎ、・・・）におけるボール座標系ＣBから見た進行方向Ｆと重力方
向Ｇとを算出し、さらには、各時点におけるボール座標系ＣBから見たボールＢの回転軸
および回転方向を求めることができる。その結果、各時点におけるボールＢの進行方向Ｆ
及び重力方向Ｇに対する回転軸の向き及び回転方向を算出することができる。
【０１１０】
　本実施形態においては、捕球時の衝撃により検出される捕球時加速度ベクトルａ（ｔｃ
）を用いて、ボールＢの進行方向Ｆを算出することができる。そのため、加速度センサ３
として検出感度が特に高いセンサを用いる必要もなくなる。その結果、低コストにて、進
行方向Ｆを容易かつ正確に検出することができる。
　その他、実施形態１と同様の作用効果を有する。
【０１１１】
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　本発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の実施形態に適用することが可能である。例えば、各実施形態は、互いに適宜組み
合わせることもでき、例えば、実施形態２と実施形態３とを組み合わせた形態とすること
もできる。
【０１１２】
　また、上記実施形態においては、野球の投手の投げたボールの回転軸の向き及び回転方
向を計測する形態を説明したが、ボール回転方向検出システムの用途は、これに限られる
ものではない。例えば、テニスのサーブやストロークにおけるボールの回転軸の向き及び
回転方向なども、測定対象とすることができる。また、野球やテニスに限らず、ソフトボ
ール、ゴルフ、卓球、バレーボール、サッカー等、他の球技にも、ボール回転方向検出シ
ステムを利用することができる。なお、実施形態５において説明した開始判定部を備えた
ボール回転方向検出システムは、テニス、ゴルフ、サッカーなど、開始時点に特に大きな
衝撃が作用する場合には特に有効である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１　ボール回転方向検出システム
　２　磁気センサ
　３　加速度センサ
　４　方角記憶部
　１０　演算部
　１１　伏角記憶部
　Ｂ　ボール
　ａ　加速度ベクトル
　ｍ　地磁気ベクトル
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