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円盤投げの角運動量に関する研究
―身体各部位の貢献と水平初速度に与える影響―
鈴木

佑弥

キーワード：水平初速度，角運動量
Study on angular momentum of discus throw
―Contribution of each part of the body and its effect on initial horizontal speed―
Yuya Suzuki
Abstract
The purpose of this study was to determine how whole-body angular momentum around
the vertical axis contributes to initial horizontal velocity in a discus throw. In particular,
we will explore how angular momentum is efficiently generated by individual body parts
during specific phases of this action. Our results can be summarized as follows:
At the start, the individual intending to throw a discus has both the legs on the ground
(i.e., the two-leg supporting phase); the discus thrower then creates an angular momentum
by rotating on the right leg in the first half, then on the left leg, followed by a sequence
that generates high angular momentum (rotating phases). Our findings revealed that the
initial horizontal velocity attained by the discus relied directly on the angular momentum
applied by the upper right arm just prior to release. For the whole body to generate
a high angular momentum, the legs and arm generate angular momenta with unique
properties as part of their individual contributions to each of the aforementioned phases.
The key features of each phase are presented and discussed here, and an analysis of the
angular momentum of each body part between phases is included. Among our findings,
we determined that if the angular momentum generated by each body part increases and
decreases appropriately in the transition from the initial two-leg supporting phase to the
throwing phase, maximum whole-body angular momentum and maximum discus velocity
could be attained.
Key words: initial horizontal speed，angular momentum
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１．緒言

前半において円盤の水平初速度の増大をも

円盤投げは陸上競技投擲種目の中のひと

たらす素因を作り，引き続く後半で鉛直速

つであり，円盤（一般男子 2kg，女子 1kg）

度の増大を図るという 2 段モーションであ

の投擲距離を競う種目である．選手は直径

り，それぞれのその役割が異なることと，

2.5m のサークル内で素早く複雑なターン

進行方向（Y）軸まわりの負の角運動量の

動作を行うことで円盤が飛行するための大

増大の原因は，両脚支持局面前半から左脚

きな角運動量を獲得している．男子世界記

支持局面前半に増大する鉛直（Z）軸まわ

録はユルゲンシュルト（当時東ドイツ）の

りの正の角運動量と右脚支持局面後半から

もつ 74m08，日本記録は 2018 年に湯上剛

投げ出し期（前半）に増大する左右方向（X）

輝選手が 62m16 を記録し，日本記録が更

軸まわりの負の角運動量の相互作用による

新された．近年では 60m を超える選手が

ものだと報告している．このように角運動

複数名おり競技レベルが向上している種目

量の研究では上半身と下半身に着目した研

のひとつである．

究や鉛直，進行，左右方向の軸ごとに着目

円盤投げにおける投擲距離の決定要因

した研究は明らかにされているが，身体部

は，円盤が飛行する姿勢などの空気力学的

位ごとに角運動量を詳細に分析した研究は

要因，円盤が投げ出される際の初期条件で

存在しない．

ある初速度，投射角，投射高によって決

以上のような先行研究から円盤の投擲距

定される．さまざまな回帰分析の結果か

離を大きくするためにはリリース時の円盤

ら，これらの中で最も大きな要因は初速

の速度を増大させることが重要であり円盤

度であることが報告されている（Hay and

の速度に寄与している角運動量を高めるこ

Yu,1995a）．

とが重要である．しかし，投擲距離と円盤

また，Dapena（1993）はターン動作中

の水平初速度間の検討や，身体部位ごとの

の角運動量に着目し，円盤の初速度の 93%

鉛直軸まわりの角運動量の獲得の仕様につ

が角運動量の貢献によることや円盤の水平

いての検討はされていない．

方向の速度の増大には最初の両脚支持局面

そこで本研究では，日本人男性円盤投げ

と左脚支持局面によって得られた鉛直（Z）

競技者を対象として，円盤の水平初速度と

軸まわりの角運動量が，鉛直方向の速度の

鉛直軸まわりの角運動量との関係と高い鉛

増大には右脚支持局面後半と投げ出し局面

直軸まわりの角運動量の獲得のために身体

の前半で得られた進行方向（Y）軸まわり

部位ごとの鉛直軸まわりの角運動量の獲得

の角運動量が大きく貢献すると報告してい

の仕様を明らかにすることができれば，パ

るが，投擲距離と円盤の水平初速度との関

フォーマンス向上の示唆を得ることができ

係について検討はされていない．宮崎らは

ると考えられる．

（2016）はターン動作中の鉛直（Z）軸まわ
1.2

りの角運動量の変化についてターン動作の
前半，特に左脚支持局面において，右脚の

研究目的

本研究の目的を以下に示す．

振り込み動作を中心とする下半身の角運動

１）円盤投げにおけるターン動作によって

量が大きく増大し，投げ出し局面において

作り出された鉛直（Z）軸まわりの角

上半身の角運動量が増大していたことを報

運動量が円盤の水平初速度にどのよう

告している．宮西らは（2000）円盤の速度

に貢献しているか明らかにすること．

増大のメカニズムに着目し，ターン動作は

２）全 身が高い鉛直（Z）軸まわりの角運
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動量を獲得するために身体部位ごとの

標値算出における標準誤差は，X.Z 方向；

鉛直（Z）軸まわりの角運動量の獲得

0.021m，Y 方 向；0.039m で あ っ た． 分 析

の仕様を明らかにすること．

点の 3 次元座標値は，数値解析ソフトウェ
ア（MATLAB R2017b，Math Works 社

２．方法

製）を用い，Wells and Winter（1980）の

2.1

方法により身体分析点の座標成分ごとに遮

被験者

表 1 は被験者の特性と競技記録について

断周波数を決定し，平滑化した（4.8-7.2Hz）．

示したものである．被験者 9 名を対象とし

平滑化した身体の 3 次元座標から，阿江

た．

（1996）の身体部分慣性係数を用いて，部
分および全身の重心の座標値を算出した．

表 1．被験者の特性

分析点および重心位置の座標値を時間微分
することによって，重心速度を算出した．
2.4

局面定義

これまでの研究で使用された局面定義
（宮西ほか，1998）と同様に，投擲動作は
接地足をもとに 5 つの局面に定義した（図
1）.
2.2

試技の撮影方法

仙台大学陸上競技場で競技会同様にター
ン動作を用いて最大努力の投擲で 3 投の実
験試技を行った．その中で最も記録が高
かった試技を本研究のデータに使用した．
2 台の高速度カメラ（ロジカルプロダク
ト社製，CG-LJ20B）により毎秒 240 コマ，

図 1．円盤投げの局面

露出時間 1/1000 で撮影した．撮影はバッ
クスイング終了時点から円盤が投げ出され

2.5

る時点までとし，身体計測点の 3 次元座標
を算出するために試技の撮影にコントロー

算出項目

以下の項目を算出した．

ルポイント 90 個を計測範囲（縦 5.5m，横

１）初速度

4m，高さ 2.4m）に設置して撮影した．

円盤が指先から離れる時点の円盤の速度
（m/s）．

2.3
2.3.1

データ処理

２）投射角

3 次元座標の算出

Y-Z 面について水平面と円盤の飛行経路

実 験 で 撮 影 さ れ た VTR 画 像 を PC の

が作る線分がなす角度（deg）．

ディスプレイ上に重ね合わせ，選手の身

３）投射高

体 計 測 点 23 点 と 円 盤 1 点， 計 24 点 を デ

円盤が指先から離れる時点での地面から

ジタイズし，DLT 法により分析点の 3 次

円盤の高さ（m）．

元座標を算出した．身体分析点の 3 次元座

４）初速度（水平初速度）
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HCG=∑14=1 H i

X-Y 平面でみた円盤が指先から離れる時
点の円盤の速度（m/s）

（2）

さらに全身の角運動量における身体部分

５）鉛直軸まわりの角運動量の平均値

の役割を検討するために，身体を 5 つのグ

各局面鉛直軸まわりの回転の勢いの平均

ループ右上肢（右手，右手前腕，右手上腕），

-3

値（10 /s）．

左上肢（左手，左手前腕，左手上腕），右

６）鉛直軸まわり角運動量の増減量

下肢（右足，右下腿，右大腿），左下肢（左

各局面鉛直軸まわりの回転の勢いの増減

足，左下腿，左大腿），体幹（頭部，胴体）

-3

量（10 /s）．

にわけ，それぞれの身体グループに属する

７）鉛直軸まわり角運動量の割合

身体部分の角運動量の和を求めることによ

身体部位のごとの角運動量が全身の角運

り，各身体グループの角運動量を算出した．

動量を何％構成しているか示した．各局面

①胴体，左右の大腿，下腿の local term の

の Z 軸まわりの全身角運動量の平均値を

算出

身体部位角運動量の平均値で割ったものに

各身体部位に設定した移動座標系におけ

100 をかけた値（％）．

る各軸方向の単位ベクトルを時間微分する

８）全身および身体各部位の角運動量

ことによって角速度ベクトルを求めた（和

Dapena（1978）の方法に基づき，静止

達，1983）．各身体部位の慣性主軸と移動

座標系における身体部分の角運動量 H i を

座標系の軸は一致すると仮定し，身体部分

以下の式により算出した．

の主慣性モーメントと角速度ベクトルを乗

H i=r i/G × m iV i/G+I i ω i （1）

じることにより local term を算出し，静止

ここで，r i/G は身体重心に対する身体各

座標系に投影した．

部位の重心の相対位置ベクトル，m i は身

②頭部，左右の手および前腕，上腕，脚部

体部分 i の質量，V i/G は身体重心に対する

の local term の算出

身体部分 i の重心の相対速度ベクトル，I i

これらの身体部分では直行移動座標系の

は身体部分の i の慣性テンソル，ω i は身

設定が困難であるため，湯（1995）の方法

体部分 i の角速度ベクトルである．身体部

を用い，静止座標系における local term を

分の慣性テンソルの導出は湯（1995）の方

算出した．なお，これらの身体部分に関し

法に基づいて算出した．分析対象者の身体

ては長軸まわりに対象であり，長軸に直行

部分の慣性特性は，阿江（1996）による慣

する 2 軸の主慣性モーメントは等しいと仮

性特性係数を用いて推定した．なお式（1）

定し，それらを平均して使用した．

の右辺第 1 項は身体重心まわりに身体部分

③正規化

i の 重 心 が も つ 角 運 動 量（transfer term）

身体グループおよび全身の角運動量は，

であり，第 2 項は身体各部位 i の部分重心

Hinrihs（1987）の方法に基づいて被験者

まわりの角運動量（local term）である．

の身長の 2 乗と身体質量を 1000 倍して表

全身の角運動量は全ての身体部分の役

記した．したがって，結果で示す図や表
-3
には，角運動量の単位を（10 /s）で示し，

割を検討するために身体を 5 つのグループ

正規化角運動量として表記する．

（右上肢，左上肢，右下肢，左下肢，体幹）
に分け，それぞれの身体グループに属する

2.6

身体部分の角運動量の和を求めることによ

統計処理

各測定項目の値は，平均値±標準偏差で

り，各身体グループの角運動量を算出した．

示した．投擲距離と円盤の速度，角運動量
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の平均値，増減量，割合との関係について

動作前半で高い角運動量を獲得すること，

はピアソンの積率相関を用いて算出した．

それ以降の局面で角運動量を高い値で維持

有意性は危険率 5% 未満で判定した．

することが重要であると考える．特に被験
者 A では，左脚支持局面から円盤をリリー

３．結果および考察

スまでの間で，右下肢，左下肢，左上肢，

3.1

右上肢の順番にそれぞれの身体部位で高い

投擲距離とリリースパラメータ

本研究の実験試技で記録された投擲距

正規化角運動量が発生していた．他の被験

離と初速度との間に有意な正の相関関係が

者には，このようなはっきりとしたピーク

認められた（表 2）．また投擲距離と円盤

値がみられなかったことから，全身の角運

の水平初速度においても有意な正の相関関

動量を高い値を維持できている選手の大き

係が認められた（表 2）．このことから初

な特徴といえる．

速度は投擲距離に寄与していることが示さ
れ，Hay and Yu（1995a）など，多くの先
行研究で示された投擲距離と初速度の間に
は高い正の相関関係があるということを支
持するものであった．また本研究の結果か
ら投擲距離と円盤の水平初速度との間にも
有意な相関関係が明らかになったことを踏
まえ円盤の水平初速度に貢献している鉛直
軸まわりの角運動量との関係について考察
していく．
表 2．リリースパラメータ間の相関係数

図 2．被験者の A の正規化角運動量

3.2.2

両脚支持局面と左脚支持局面

両局面では，全身正規化角運動量は増
加していた．さらに部位別では，両脚支持
3.2
3.2.1

角運動量の発生と維持

局面では左上肢，左脚支持局面では右下肢

ターン動作全般

が中心となって，正規化角運動量が作り出

図 2 は，本研究において水平初速度が最

されていることが明らかになった．これは

も高かった被験者 A の試技における身体

Dapena（1993）が報告した鉛直軸まわり

各部位および全身の角運動量の変化を示し

の角運動量が円盤の初速度の発生に寄与し

たものである全身の角運動量はターン動作

ていること，またその角運動量は最初の両

前半で大きく増加した．以降の局面では身

脚支持局面と左脚支持局面で得られている

体各部位の角運動量が増加，減少すること

こと，エッカー（1999）が報告した左脚支

によりリリースへむけて全身の角運動量が

持局面で右脚を大きく振るべきだと示した

維持されていたものと推察される．高い円

ことを支持するものであった．ターン動作

盤の水平初速度を獲得するためにはターン

の前半においての重要な役割と考えられる
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ものは，円盤の速度を高めることではなく，

が減少し非支持局面とそれ以降の局面での

いかにして大きな角運動量を作り出すこと

全身角運動量の維持が難しくなると推察さ

ができるかであると推察され，その角運動

れる．

量獲得のために，下肢の大きなスイング動
3.2.4

作などが用いられているのだろう．

右脚支持局面

この局面の特徴として，部位別では左下
3.2.3

非支持局面

肢正規化角運動量が最も高く割合も高い．

体幹の割合と全身正規化角運動量の平均

これは Ohyama et,al（2008）が砲丸投げの

値との間に有意な負の相関関係が認められ

回転投法を用いている競技者で，投擲動作

た（図 3）．また左下肢の角運動量が最も

後半に並進運動量及び角運動量が増加した

高い値を示しているが体幹の値も大きいこ

競技者が存在したことについて左脚の振り

とから全身の角運動量の維持には体幹の貢

込み動作が関係していると示唆しているこ

献が重要だと考えられる．前田（2019）は

とを支持するものであり，本研究の結果か

非支持局面において，上半身よりも腰が先

ら，円盤投げにおいても砲丸投げの回転投
法と同様に左下肢の正規化角運動量が発生
していることが示された．
右脚支持局面で全身正規化角運動量の平
均値が高い選手は，下肢の角運動量の減少
量が高かった（図 4）．宮崎（2016）はター
ン動作の前半，特に左脚支持局面において，
右脚の振り込み動作を中心とする下半身の
角運動量が大きく増大し，投げ出し局面に
おいて上半身の角運動量が増大していたこ
とを報告しているが本研究はそれを支持す

図 3．非支持局面の正規化角運動量の割合と平均値の相関
係数

行して回旋すること，左脚の振り込み動作
によって運動量を獲得すること，体幹の捻
転を確保する動作が重要であると示唆し，
本研究の結果とこれらの報告から非支持局
面において，体幹の回旋動作が強すぎる場
合は全身の角運動量が低い値を示し，体幹
の回旋動作を抑えながら，下肢の働きが強
調されたターン動作を行えた場合は全身の
角運動量を高い値で維持させることを可能
としていたと推察される．つまり，体幹が
回旋し過ぎてしまうと腰よりも上半身が先
行し，上半身の角運動量が増加してしまう．
結果，非支持局面で全身の角運動量を主に

図 4．右脚支持局面の正規化角運動量の増減量と平均値の
相関係数

構成している左下肢が獲得できる角運動量
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るものであり，ターン動作後半の右脚支持

いるものだろう．

局面では下半身より上半身の角運動量が大
3.3

きく増大していることが示された．
また，上半身の角運動量増加について，

角運動量の円盤速度への貢献

まず，局面ごとの特徴として両脚支持局

全身正規化角運動量が高い値の選手ほど左

面以外は，全身正規化角運動量の平均値と

上肢角運動量の割合が高かった（図 5）こ

円盤の水平初速度との間に有意な正の相関

とから，上半身の正規化角運動量を増大さ

関係が認められたことから，左脚支持，非

せるうえで，特に左上肢の動作が重要とな

支持，右脚支持，投げ出し局面において全

ることが推察される．

身正規化角運動量を高い値で維持しておく
ことが重要であったことが示された（図 7）．
加えて，投げ出し局面において右上肢の正
規化角運動量とリリース時の円盤の水平初
速度において有意な正の相関関係が認めら
れた（図 8）．これらのことから，円盤の
水平初速度を高めるためには左脚支持，非
支持，右脚支持，投げ出し局面で全身の角
運動量を高い値で維持し，投げ出し局面で
右上肢の角運動量を増加させることが重要
であると示された．

図 5．右脚支持局面の正規化角運動量の割合と平均値の相
関係数

3.2.5

投げ出し局面

投げ出し局面では右上肢正規化角運動量
が最も高く割合も高い．左上肢が減少し全
身も減少しているが円盤を保持している右
上肢が大きく増加していた．また全身正規
化角運動量の平均値が高い選手ほど左上肢
正規化角運動量の減少量，右上肢正規化角
運動量の増加量が高い値であった（図 6）
ことから投げ出し局面では左半身のブロッ
ク動作により左上肢の角運動量の減少，右
上肢の角運動量を増加させることによりこ
れまで獲得，維持してきた角運動量を円盤
へ伝達する動作が行われていたと推察され
る．数多くの先行研究において，この局面

図 6．投げ出し局面の正規化角運動量の増減量と平均値の
相関係数

では円盤の速度が急激に上昇することが
報告されているが，このことはターン動作
によって生み出され，維持されてきた角運

次に局面間の特徴として全身正規化角運

動量が円盤へ伝達されていることを示して

動量を主に構成している部位が局面ごとに
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異なることから選手は局面ごとに主に角運
動量を獲得する身体部位を変えてターン動
作を行っていたことが推察される．図 2 の
被験者 A の正規化角運動量の変化に注目
すると，両脚支持局面では左上肢，左脚支
持局面では右下肢が増大しこの 2 つの部位
が減少し始めたと同時に左下肢と体幹が増
加していたことから角運動量を主に獲得す
る部位を局面間で変えていたことが考えら
れ，以降の局面でも同様に，非支持局面で
増加した左下肢と体幹が右脚支持局面後半
で減少すると同時に左上肢が増加した．投
げ出し局面では前半から左上肢が減少する
のと同時に右上肢が増加することにより全
身の角運動量が高い値で維持されていた．
結果，円盤を保持している右上肢が大きな
角運動量を獲得することで円盤の水平初速
度が高い値を示していたと推察される．ま
た高い全身角運動量を得るためには全身角
運動量を主に構成している身体部位の角運
動量の値を大きくすることが重要だと推察
される．
以上のことから，全身の角運動量を高い
値で維持するためには局面ごとにキーとな
る身体部位の角運動量を増減させることが
重要であることが示された．
図 7．円盤の水平初速度と各局面の全身正規化角運動量平
均値との相関係数

４．結論
本研究の目的は 1）円盤投げにおける
ターン動作によって作り出された鉛直（Z）
軸まわりの角運動量が円盤の水平初速度に
どのように貢献しているか明らかにするこ
と．2）全身が高い鉛直（Z）軸まわりの角
運動量を獲得するために身体部位ごとの鉛
直（Z）軸まわりの角運動量の獲得の仕様
を明らかにすることである．本研究から，
以下のような事実が明らかになった．
１．投擲距離と円盤の初速度，水平初速度
との間に有意な正の相関関係が認めら

図 8．円盤の水平初速度と投げ出し局面の右上肢正規化角
運動量の平均値の相関係数

れた．
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