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専門誌や Web 上にカタカナ用語が多い割に、その説明が無くて理解できない事が多かったので用意しました。

流通している解説と異なる部分がありますが、筆者の理解です。2020年、BH禁止ルール準拠により更新。 

【ドリル＆レイアウト関連】 

用語 解説 

3 バランス 上下ウェイト（TW）、左右ウェイト（SW）、前後ウェイト、の三つの要素で考えたバ

ランス。この原理で現在のルールが出来ている。前後ウェイトに関しては、重心方向か

らサムウェイト／フィンガーウェイトと呼ばれている。 

C/A アングル 

（第 6回で解説） 

コア（Core）をアクシス（Axis：回転軸）に対して何度に傾けるかという、ダイナミッ

クバランスに利用している指標。てこの原理から導かれた要素なので、C/A で構成する

三角形の積分値が最大である 45 度が最大フックという原理。 

CG Center of Gravity：ボール表面に示した一番重い位置。物理的には CG マークと球体中心

との間に存在する。ドリル後には、CG マーク位置から移動する。 

DAL 法 

（第 4回で解説） 

Dual Angle Layout 法。 

一般的に略号は用いないが、本講座では文章量を減らす為に用いた。 

GC Grip Center。バランスルール上のグリップ中心位置。指穴数に応じて位置定義が変わり、

競技団体によっても定義が異なる。サムレスは特に注意が必要。 

JBC は GC の割り出し方（計測方法）を規定しているが、NBR には無い。 

MB （≒PSA） マスバイアス。本講座が解説している要素。 

ボール刻印等はコアの向きを示し、多くの場合ドリルしない状態での PSA 位置に相当す

る。MBマーク位置はメーカーが決めているが、PSA は物理特性から導かれる。 

⊿MB （MB 差） 明確な定義が見つからないが、コア単体の RG 差を示しているようだ。 

仮想マスバイアス 対象コアのボールに対し、Pin と CG を結んだ延長線上に MB が発生すると想定してレイ

アウト設計に用いる。BH を設ける事で PSAを MB 点に移動できるが、BH 禁止によって

失われたテクニック。サムレスの場合は考慮できるが、MB のメリットは出ない。 

NAP Negative Axis Point：PAP の反対側で、重要視しているユーザーは少ない。 

PAP Positive Axis Point：初期回転軸のフック方向側な為、応力的にプラスと考えられた。リリー

ス直後のトラック軌跡から計測した位置で、ボウラー固有の位置。 

この情報が無いとダイナミックバランスを考慮したレイアウトは難しい。 

Pin (ピン) 通称：Pin で表現する。元来ボール成形過程でコアを吊り下げていた物でハンガーピン

と呼んでいた（実際には逆で、乗せる為のピン）。現在はコア Top 位置を示すマークと

して後で埋め込む事が多いらしいが、それでも Pin と呼ぶ。10 ポンドぐらいの軽いボー

ルや集中ウェイトのボールにはボトムに埋め込まれている物もある。 

Pin-out/in ボール固体の CG-Pin 距離を指し、2"を境として短い物を Pin-in、長い物を Pin-out と呼ん

でいた。現在は(1.5)/2/3/4/(4.5)/5 といった間隔で表示されている。 

Pin-up/down 

（第 8回で解説） 

中指/薬指穴に対する Pin 位置関係を示しているレイアウト呼称。 

個人のアクシスチルト角によって効果が変わるので、一律に比較できない。 

PSA 

（第 9回で解説） 

Preferred Spin Axis：多くの場合 MBマークと同じ位置を示しているが、ドリル後に変わ

る。実際の点を見つけるのが難しいので MB 点で代用する。BH 禁止になった為、対称コ
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アの場合はサムホール近辺、非対称コアの場合 MB マークとサムの間に存在する。 

PSA ライン 本講座での造語。アクシスは PSA に収束しないので、その効果を DAL法補助線の一部で

ある Pin-MB 線上で捉えて、MB 効果を考えた。厳密には Pin-MB とは異なるが、レイア

ウト設計上は MB 点しか目安が無い。Mo 氏は Pin-to-Spin Line と呼んでいる。 

RG Radius of Gyration：回転半径と言われ、重心が球体中心とボール表面の間に存在してい

る為に数値が変化する。転がり易さに影響すると考えられている。カタログ上は RG 平

均値(RGmax+RGmin)/2 を記載している。 

⊿RG RG max－RG min の差、およそ「MB 値－Pin 値」が設計値になっている。現在主流のボー

ルは、MB 位置が最大 RG になるよう設計されていて、Pin 位置では無い。 

VAL Vertical Axis Line。DAL 法よりも早い時代に考えられたレイアウト設計用補助線。 

GC から真横（グリップラインから 90°）に引いた線に対して、PAPに交差するよう垂直

に引いた線の事。 

アクシス Axis＝ボールの回転軸。 

ウェイトブロック 元来はグリップ穴を開けると減る重量を補う為に組み込まれたバランス補正用の高比

重ブロック。フック特性への影響が判明してから集中ウェイトの時代を経た後、Fa Bowl

社（後の Hammar 社）が開発したコアの時代へと変遷し、レイアウト多様性が生まれた。 

カバーストック ボールの表面素材。アウターシェルとも呼ぶ部分の素材を指す。 

クォータースケール 

（QS） 

ボールのレイアウト設計に応じた線を引く為の物差し。球体を 1/4 に切った形状から

クォーターと呼ばれる。本講座では QS と省略している場合がある。 

くの字／逆くの字 MB ボールの PSAラインに対する CG 位置のずれ方を、ひらがな「く」の形状で呼んでい

る俗称。従来、右投げ／左投げでのレイアウトに不便だった為に区別していたが、BH

禁止と共に 1oz 規定が 3oz に緩和され、このような個体差を考慮する必要が無くなった。 

コア ボールの核で、ウェイトブロックを兼ねる。ボール中心に埋め込む重りで、重量バラン

スを保ちつつ転がり特性を支配している部分。 

サムホール 親指が挿入されるグリップ穴。この有無で適用バランス規定が変わる。 

2020 年、BH 禁止と共にサムレス投法の場合は禁止になった。 

スピンタイム 

（第 9回で解説） 

デターミネーターで計測した回転軸移動が収束するまでの時間を指す。回転効率の指標

として用いられているが、レーン上で起きる現象では無いので数値自体に大きな意味は

無く、概念で捉えた方が良い。レイアウト性能比較に用いる事がある。 

ダイナミックバランス 転がっている時の物理的バランス。 

3 バランスはスタティックバランスの事で、静止している時のバランス。 

デターミネーター Mo Pinel 氏開発の MB位置を計測する装置。スピンタイム計測にも用いられる。 

トラック ローリングトラックが正しい呼称。投球されたボールが、1回転毎に接地した位置を繋

いだ線。オイルが付着する事で確認できる。 

ナローポイント 

（第 3回で解説） 

和製英語と思われる。ピボットポイントと呼ぶ人もいる。Blueprint 開発者は「蝶ネクタ

イの場所」と呼んでいる。一回転毎のトラックが交差する部分で、MB ボールでは PSA

ライン（Pin-MB）延長上に出易いが、対称コアでは不定。その位置は転がり特性との関

連性が低いが、トラックが指穴に掛からない配置を考慮する指標になる。 
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バランスホール（BH） 

エキストラホール 

（第 7回で解説） 

かつてはルールに収める為に開けた重量調整用の穴。その後、マスバイアス効果の増減

調整を兼ねて用いられていた。2020 年に禁止となり、指穴サイズでしか調整ができなく

なった。Mo 氏はサムホールでの調整を提示している。 

フィンガーホール 親指以外が挿入されるグリップ穴。2020 年 BH 禁止と共に、投球の際は全て使用されな

ければならないと規定された為、グリップしないで投球すると違反になる。 

フレア ローリングトラックが一回転毎に移動する量。 

リコレイアウト トラックのフィンガーロールを避ける為に考えられたバランスホール調整法。フレア位

置を１インチ程度フィンガー後方に移動できるが、フレア量とリアクションも変わる。

PSA ライン上にナローポイントが収束する傾向である MB コアへの効果は低い。 

考案者の名前を呼称にしている。 

レベレージ テコの意味。ボウリングボールバランスにおいて、フックを大きくする角度などを指す。

３バランス時代には、主に C/A アングルを指していた。 

 

【レーン＆ボウラー関連】 

用語 解説 

PL-31 

（Pattern Length 31 の法則） 

競技用パターンにおいてオイルを塗布した長さから 31を引いた数が、板目で示すフレッ

シュオイル時点での推奨ブレイクポイントという原理だが、ハウスパターンには当ては

まらない。YouTube 掲載 USBC Bowling Academy の How to Read a Bowling Lane Graph とい

う解説が分かりやすいが、ロングオイルの例が無い（適用が難しいから？）。 

Rev レート 回転率。回転／マイルで表わされる事が多い。レーン手前初期回転数を指していて、フッ

クし始めると回転数が上がってくる。オイル上では回転数が上がらない。 

アクシスチルト レーンの重量的引力方向に対するボール回転軸傾き。投球者目線で上下角。 

アクシスローテーション レーン進行方向に対するボール回転軸の傾き。投球者目線で前後角。 

オイルパターン オイル塗布バリエーションを指す。コンピュータ制御レーンロボットの登場により、従

来の方法では均一性を実現できなかったスポーツコンディションが可能になった。 

キャリーダウン ボール付着オイルがドライエリアに持ち込まれて（＝伸びて）フック量が低下する現象。

近年の解析ではスペアボールを除いて、フレアの大きなボールでは発生し難いと考えら

れているが、ナローポイントの影響のみで微小だという理由。 

ハイトラッカー 投球されたボールの回転軸が水平に近く、前回転が強いボウラーを指す。 

ローリングトラックがグリップ近くになる。 

ハウスコンディション 

（ハウスパターン） 

オイル塗布形状が外を切ってある縦長のコンディション。KEGEL 社の「○○○ Street」系が

該当する。外出しアングルでの戻りが強くなるので失投のリカバリーが容易。ボックス

コンディションとも呼ぶ。 

バフエリア レーンロボットがオイルを引く時、オイルを射出しないでブラシで伸ばしているエリ

ア。 

ブレイクダウン オイル塗布エリアのオイルが削られた結果、手前から曲がってしまう為にドライエリア

でのフックが弱くなる現象。 

ブレイクポイント フック開始位置の事。 
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（第 3回で解説） 

ミッドレーン 明快な解説の見つからない表現。オイルの薄いバフアリアを指しているようだ。 

ロートラッカー 投球されたボールの回転軸の上下角が大きく、コマのような横回転が大きいボウラーを

指す。ローリングトラックがグリップよりも遙かに低い位置になる。 

ロール 

（第 10回コラムにて二つ

目の意味を解説） 

ボール軌道において、フックが終わり直進に変わるエリア。最大回転数に達しピンヒッ

トする力が最大と考えられていて、ピン到達前にロール移行を完了させるのが理想。こ

の原理を製品名にした「フックアウト」というボールが 2000 年辺りに ABS 社で発売さ

れたぐらいだが、理解している人は少ないようだ。目視イメージでは回転軸移動とフッ

クの合成により、フック終盤でもロールと錯覚し易い。 

ロールアウト 投球で与えた回転力が失われて自然回転になる。スピードが足らないか、かなり遅いコ

ンディションでなければ起きにくい。回転軸チルトが水平近くになると言われている

が、シミュレーションではローテーションが 0°になった時点から 60ft までのチルト移動

は殆ど無く、傾いたままだった。 

前述「ロールに入った状態」をロールアウトと言う人が多いが、フック遷移中をロール

と捉えているからである。 

 

【ルール関連】 

用語 解説 

NBR Nihon Bowling Rule：日本ボウリング振興協議会（NBCJ）の構成ボウラー団体が策定して

いるルール。JPBA、ABBF 等で運用されている。 

ルール改定頻度が少ない為、バランス規定は所属団体に確認が必要。 

USBC US Bowling Congress：米国ボウリング協会。10ピンボウリングのルールを制定している

他、競技発展への事業を展開している。ボールのバランス規定やコアの特性基準を制定

している。メーカー申請品が検定を通るとボールに USBC 刻印が施される。 

World Bowling  

(FIQ ,WTBA,WNBA) 

WTBA は World Ten-pin Bowling Association：9 ピンボウリングから派生した 10 ピンボウリ

ングを敢えて強調している呼称。9ピンの WNBA と合わせて FIQ(Federation International 

des Quilters)を構成していたが、2014 年に呼称を World Bowling と改めた。アマチュア競

技ルールを策定していて、国際試合の基準になっている。JBC は WB に準拠しているが、

他の団体は別の規定を用いている。 

国際ルールと日本国内ルールでは、ボールバランス規定が若干異なる。 

【注】ルール説明は WBの下部組織 JBC の規定に準拠しているので、競技団体によって異なる可能性がある。 

ボウリング場主催のローカル大会など、ルールが定まっていない場合は BH禁止と言う事では無い。 


