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1.緒言 
砲丸投げの飛距離は，リリース時に砲丸がもっ

ている投射初速度，投射角，投射高，重力加速度

および，空気抵抗で決定される。ただし，砲丸の

空気抵抗は極めて小さいことから，バイオメカニ

クス的手法でこの運動を解析するとき，空気抵抗

は無視できるほど十分小さい。投射初速度の増大

のためには，グライドあるいはターンを利用して，

身体の起こし，ひねり，伸展などを効果的に使い

砲丸にできるだけ長い距離・時間にわたって力を

作用させることが重要である。また，放物運動に

おいて，物体がもっとも大きな飛行(水平)距離を得
る投射角度は 45°であるが，砲丸の場合は，一定の
投射高を有していることから 45°は最大水平距離
を与える投射角ではなく， 37～40°程度が最適であ
ると，植屋 1）は述べている。砲丸投げの力学的研

究は，従来から画像による 2 次元ないし 3 次元の
分析で行われてきた。そして，こうした分析には

投射角についての研究がある。だが，その多くは

投射角が飛距離に及ぼす影響についての研究であ

り，投射角が投射初速度に及ぼす影響についての

研究は見当たらなかった。 
そこで本研究では，砲丸投げ動作における投射

初速度(水平速度・鉛直速度) ，投射角に着目し，
加速度，飛距離，動作時の砲丸速度変位を手掛か

りとして，投射初速度と投射角度との関係を明ら

かにし，今後の競技力向上と指導に役立てること

を目的とした。 
 

2．研究方法 
2-1．被験者 
茨城大学陸上競技部男子 1 名 専門：砲丸投げ  
競技歴 7年 身長 177ｃｍ 体重 95kg 
自己記録 15.02ｍ(全日本学生選手権出場) 
2-2．測定期間 
予備実験 平成 17年 6月 28日 7月 25日 9月 4日
本実験  平成 17年 9月 22日 
2-3．測定方法 
被験者には茨城大学にある砲丸投げのサークル

にてオブライエン投法で 6 回投げさせた。なお試
技間の休息は，被験者が十分に疲労回復したと自

己申告するまでとらせた。使用した砲丸の重さは

男子一般用で 7.26kgであった。 
2-4．撮影方法 
 被験者の全試技を，1 台の高速度 VTR カメラ
（FASTCAM-512PCI，Photron社製）を用いて 250fps，
露出時間 1/1000 秒で撮影した。始めに，カメラを
投擲方向に対して直角で投擲者から見て右 15m の
位置に設置し，投擲動作におけるパワーポジショ

ン（突き出し動作を行うための構え）から砲丸を

リリースするまで撮影した。 
次に，カメラを投擲方向に対して直角で，投擲

者から見て左 15m の位置に設置し，グライド（か

がんだ姿勢から投擲方向へステップする動作）か

らパワーポジションまで撮影した。 
試技の撮影に先立ち，2次元座標を算出するため
のコントロールポイントを撮影した。 
実験座標系は，投擲方向をＸ軸正，Ｘ軸に直交

する鉛直上方をＹ軸正とした。 
2-5．分析方法 
 撮影されたVTR画像から砲丸中心の座標をVTR
デジタイザー（BMP_measure）によって読みとり，
2 次元 DLT 法を用いて 2 次元座標を算出した。ま
た得られた座標データを遮断周波数 8Hz でバター
ワースデジタルフィルターによって平滑化した。 
2-6．算出項目 
(1)投射初速度（合成速度） 
 2 次元 DLT 法によって得られたデータを基に，
水平速度と鉛直速度を平滑化微分法により求め，

得られた水平速度 Vxと鉛直速度 Vyから合成速度
V0を算出した。 
(2)投射角 
 投射角は cosθ =水平速度/合成速度により算出し
た。 
(3)水平加速度 
 速度 Vxから平滑化微分法により時刻 iにおける
加速度 aiを算出した。 
(4)鉛直加速度 
速度 Vyから平滑化微分法により時刻 iにおける

加速度 aiを算出した。 
 
3.結果と考察 
3-１．水平速度・加速度について 
 水平速度の変化をみると，いずれの試技につい

てもほぼ同じ波形となっており，右腕が始動して

から砲丸をリリースする手前まで急激に大きくな

っていた。この時の水平加速度は試技 1が 63.71ｍ
/s2，試技 2が 58.15ｍ/s2，試技 3が 58.50ｍ/s2であ

った。これより大きな水平方向力（最大値 4533N）
を加えていることがわかった。 
試技 1 において，水平加速度最大値 63.71ｍ/s2

を示し，投射角では最小値 34.94°であった。また，
この時の鉛直加速度は 42.7ｍ/s2を示した。これに

より水平方向へ大きな力を加えているため鉛直方

向へ加える力が小さくなり投射角が小さくなった

と考えられる（図 3）。また，水平速度の最大値が
10.02m/s を示しており，他の試技が速度減少をし
ている場面においても，なお加速し続けていた。

これにより，より長い時間水平方向へ力を加えて

いたことがわかる。 
リリース時における投射角で最小値となる

34.94°を示した時の水平速度は 8.97m/s であった
（図 1）。また，投射角で最大値となる 36.57°を示
した時の水平速度は 8.62ｍ/s であった（図 2）。こ
れらの関係をみてみると投射角が小さくなると水

平速度が大きくなるのがわかる。 



3-2．鉛直速度・加速度について 
鉛直速度の変化をみると，いずれの試技につい

てもほぼ同じ波形となっており，押し上げ動作が

始動してから砲丸をリリースする手前まで急激に

大きくなっていた。この時の加速度は試技 1 が
45.13m/s2，試技 2が 40.10m/s2，試技 3が 42.70m/s2

であった。このことにより鉛直方向へ大きな力(最
大値 3211N)が加わっていたことがわかる。 
リリース時における投射角で最小値となる

34.94°を示した時の鉛直速度は 6.27m/s であった
（図 1）。また，投射角度で最大値となる 36.57°
を示した時の鉛直速度は 6.4m/s であった（図 2）。
これらの関係をみてみると投射角が大きくなると

鉛直速度が大きくなるのがわかる。 
 

3-3．合成速度について 
 合成速度の変化をみると，いずれの試技につい

てもほぼ同じ波形となっており，飛距離が 14.60m
と最高値を示した試技 1は，投射初速度が 10.95m/s
と最も大きく，投射角は 34.94°と最も小さな値を示
した。また，投射角が 36.57°と最も大きな値を示し
た試技 3 の投射初速度は 10.74m/s であった。この
ことから投射角が小さければ，投射初速度が大き

くなることが考えられる。 
 
3-4．投擲動作時の砲丸の速度変位について 
 投擲運動を開始してから砲丸をリリースするま

での砲丸の変位を計測することで，この間に砲丸

に与えられた作用を知ることができる。 
 水平速度の変位をみてみるとグライドにより加

速された水平速度が突然低下しているポイントが

あった。これはグライド動作により地面に足が着

いていない状態から地面に足を接地するためブレ

ーキの役割を果たし水平速度が低下したと考えら

れる。 
 鉛直速度の変位をみてみるとグライド時に小さ

な波形が観察された。これはグライド動作中に上

体が少しずつ起き上がったため，鉛直方向に力が

加わったことがわかる。 
 水平速度と鉛直速度のリリース前の波形を比較

してみると鉛直速度の方が長い時間にわたって加

速しているのがわかる。これは，脚の捻り上げ，

上体の起こし，突き出しによって効率良く長い時

間にわたり鉛直方向に加速しているためである。 
 水平速度，鉛直速度，合成速度の変位をみてみ

ると，どれも最大値から減少してリリースされて

いる。これは重力加速度の影響を受けているもの

と考えられる。 
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図 1：パワーポジションからリリースまでの速度変
位（試技 1） 
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図 2：パワーポジションからリリースまでの速度変
位（試技 3） 
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図 3：パワーポジションからリリースまでの水平加
速度と鉛直加速度（+9.8m/s2）の比較（試技 1） 
 
4.まとめ 
本研究は，砲丸投げにおける投射角が投射初速

度（水平速度，鉛直速度）に及ぼす影響を明らか

にするため，砲丸投げ男子選手 1名を被験者とし，
2 次元動作分析を行った結果以下のような結果を
得た。 
1) 投射角が 34.94°と小さくなるとリリース時の
水平速度は 8.97m/sと大きかった。 

2) 投射角が 36.57°と大きくなるとリリース時の
鉛直速度は 6.4m/sと小さかった。 

3) 投射角で最小値 34.94°を示したとき，投射初速
度は最大値 10.95m/sを示した。 

4) 投射角が最大値となる 36.57°を示したとき，投
射初速度は 2番目に大きい 10.74m/sであった。 

 これらの結果から，投射角が小さければ投射初

速度が大きくなることがわかった。また大きな投

射速度を得るためにはグライド動作によって生み

出された砲丸の水平速度と突き出し動作によって

生み出された砲丸の鉛直速度が，タイミングよく

合成されなければ大きな投射速度は得られないこ

とがわかった。 
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