〜沈む魔球フォークボールの空気力学〜
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Fig.10 フォークボールのサイドスピンによる変位量．
投球ボールを捕手側から見たY-Z方向の変化の様子．

2-dimenstional expression of forkball watching from catcher side.
U=37.5m/s(135Km/h),(N=10rps, =0.10)
(N=15rps, =0.15)
(N=20rps, =0.20)
(N=10→20rps, =0.20t+0.1)
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抜くものであるという考えからこの表現を嫌っている [4]。また、岡島秀樹など抜けることを

～身のまわりを科学の目で見る～

の握りのチェンジアップ」を持ち球としている投手もおり [5]、チェンジアップのバリエーシ

ークに近い握りで投げるスプリットチェンジという球種がある。

ここでは，フォークボールのサイドスピンの回転速度が増加することを観
察し，それに基づいて横方向変化の様相を考察した．投手の投げた直球，カ
ーブ，シュートなどのボールが「鋭い」とか「切れの良い」と表現されるこ
とがある．これはボールのスピードにも関連したファジーな表現であるが，
ボールの変化の様子や減速の模様を表わしており，ボールの回転速度の増加

スロー の投手がフォークボールを投げることは珍しく、落ちる変化球として投法と相性の良
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ボール や投法を問わないチェンジアップを選択する傾向にある。野茂英雄はオリックス・バ

プの臨時投手コーチに招かれた際にサイドスローによるフォークボールを披露し、選手を驚

身のまわりの不思議について多年の経験をもつ科学者（サイエンスアイ）が
科学的内容や原因などを判りやすく解説します。例示実験もあります。
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ロボ映像で表示した結果をPhoto.3として示す ．一方，風洞実験で得られた
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Photo.4に示す．Photo.4の基本データは図の説明の所に記述しているが，この
「スポーツ AI データ解析でスポーツの観方を変える」
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全国高等学校サッカー選手権大会
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カーリング五輪代表決定戦

オリンピックで話題になり注目を集めているカーリングですが、実際に見ても細か
いルールが分からずに首をかしげるシーンも多いのではないでしょうか。 本稿で
は、カーリングのルールについて簡単に説明していきます。

投手がフォークを習得しようとして深くボールを
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「京都のバルサ」久御山高校サッカ

3. ー部

4. 高校バスケ注目の強豪校5選
5. 高校サッカー注目の強豪校3選

◆ 会 場／花川北コミュニティセンター（石狩市花川北
3 条 2 丁目）
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◆ 定 員／40 人
http://www.fit.ac.jp/~mizota/forkball.htm
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