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加速度センサを用いたアーチェリー矢の飛翔実験
Flight experiments of archery arrow using acceleration sensors
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The drag exerted on an archery arrow was measured by free flight experiments using an acceleration sensor.
The obtained drag coeﬃcient agrees well with the results from the MSBS wind tunnel tests in a low Reynolds
number range 0.9 × 104 < Re < 1.2 × 104 , where the boundary layer flow along the arrow shaft remains
laminar. At a higher Re, the drag coeﬃcient changes with time, i.e., its value jumps from an initial turbulent
value to a final laminar value during its flight. Such a transition yields a mean drag coeﬃcient between the
laminar and turbulent values. The free flight experiments with an acceleration sensor can provide a clear
evidence of turbulent to laminar transition of the boundary layer flow along the arrow shaft.

1. 緒言
オリンピック競技としても知られるアーチェリー競技では，
弓具性能の進歩などにより命中精度が向上している．競技能力
の更なる向上を目指す上で，飛翔中の矢における詳細な空力特
性の調査が不可欠であり，近年様々な研究が行われている．
Sawada et al.(1) は，矢羽のない矢に関する磁力支持天秤装
置風洞 (MSBS 風洞) 実験結果から，円錐鏃を付けた円柱側面
の境界層は Re < 1.1 × 104 では層流状態であることを示した．
Miyazaki et al.(2) は A/C/E 矢の空力特性を飛翔実験によって
調べ，矢側面の境界層が乱流遷移する Re 数領域で競技が行われ
ていることを示した．彼らは乱流遷移の原因が飛翔中の矢の迎
角にある可能性を指摘し，MSBS 風洞実験から，気流に対して
±0.6◦ 以上の迎角がつく事で乱流遷移が起きることを明らかに
した．また，Ortiz et al.(3) は背景風の影響下におけるアーチェ
リー矢の飛翔軌道と姿勢を数値的に調べた．その結果，矢側面
の境界層を層流に保つことで背景風の影響が大幅に低減される
ことを示した．
本研究では，加速度センサを用いたアーチェリー矢の飛翔
実験を行い，抗力係数を推定した．風洞実験および，Miyazaki
et al.(2) が行った飛翔実験の結果と比較を行い，加速度センサ
のもたらす結果の妥当性を確認した．また遷移領域の Re 数に
おいて，加速度センサより得られた矢軸方向の加速度 (減速率)
から，矢の側面境界層の状態が飛翔中に変化する場合と，層流
境界層を保ちながら飛翔する場合があることが分かった．

Fig. 1 Archery arrow(A/C/E)，VANE(left:SpinWing-Vane(SWV),right:Diamond-Vane(StraightVane))
Table. 1 Specification of arrow

Shaft
A/C/E

Mass[kg]
1.43 × 10−2

Length[m]
1.43 × 10−1

Diameter[m]
5.24 × 10−3

Table. 2 Specification of vanes

Vane(3 pieces)
SWV
Straight

Mass[kg]
0.14 × 10−3
0.60 × 10−3

Length[m]
4.45 × 10−2
4.45 × 10−2

Area[m2 ]
1.29 × 10−3
7.14 × 10−4

Fig. 2 Acceleration sensor

Fig. 3 Coordinate of the acceleration sensor

2. 実験対象
2.1 アーチェリー矢

2.2 加速度センサ
Fig.2 に示す三軸の加速度センサ (LOGICAL PRODUCT 社
製 LP-UUEC002) を用いて，アーチェリー矢の飛翔実験を
行った．加速度センサは ±10G の加速度を検知してからサン
プリング周波数 200Hz で 2 秒間測定を行い，一度に 25 本分の

アーチェリー矢はシャフト，鏃，矢羽で構成されている．
競 技 で 使 用 さ れ て い る EASTON 社 製 の カ ー ボ ン シ ャ フ ト
A/C/E に椎型鏃 (EASTON A/C/E スクリューポイント 336gr) を装着した．矢羽は気流に対して平行な EASTON 社製
の Diamond-Vane(Straight-Vane) を使用した (Fig.1)．A/C/E
矢は先端と後端に向かってわずかに細くなっているので，直径
には平均値を使用した．加速度センサを装着したアーチェリー
矢の仕様を Table.1 に，矢羽の仕様を Table.2 に示す．

データを保存することができる．出力される加速度は重力加速
度 G(=9.8m/s2 ) で規格化されている．座標系は Fig.3 に示す通
りであり，アーチェリー矢の飛翔に対し鉛直方向に x 軸，軸方
向に y 軸，水平方向に z 軸をとる．加速度センサから得られる
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Fig. 4 Arrow launching system using compressed
air as a power source

Fig. 6 CD as a function of the angle of attack γ

Fig. 5 Apparatus in the flight experiments

データは，各軸に働く加速度と回転角速度であり，y 軸の加速度
データから抗力係数を求めた．

3. 実験方法
本研究では，レイノルズ数を式 (1) と定義する．

Re =

VD
ν

(1)
Fig. 7 CL and CM as a function of the angle of attack γ

ここで，V は矢の速度，D は矢の平均直径，ν は空気の動粘
性係数である．
3.1 風洞実験
JAXA の磁力支持天秤装置付き風洞 (MSBS 風洞) を用いて
行った (2) ．Straight-Vane を貼った A/C/E 矢における抗力係
数 CD の Re 数依存性，揚力係数 CL と縦揺れモーメント係数
CM の，迎角 γ 依存性の測定を行った．
3.2 飛翔実験
Straight-Vane を貼った A/C/E 矢に，加速度センサを込め
て飛翔実験を行った．矢の発射には Miyazaki et al.(2) が実験
で使用した圧縮空気による発射装置 (Fig.4) を使用した．また，
実験は屋内で行い，実験装置は Fig.5 のように配置した．加速
度センサによって測定された y 軸の αy (減速率) の時間平均と，
camera の映像から読み取った速度 V から，式 (2) のように抗
力係数 CD を求めた．

CD =

2mαy G
ρSV 2

から，矢羽形状によらず迎角の増加にともなって乱流遷移が起
きることが分かった．
次に，揚力係数 CL と縦揺れモーメント係数 CM の結果を
Fig.7 に示す．CL ，CM は迎角に比例し，その傾きは CL の場合
では正で，CM の場合では負となる．傾きが負であることは迎
角を減少させる方向に縦揺れモーメントが働くことを意味する．
Miyazaki et al.(2) は SWV を貼った A/C/E 矢 (〇，●，□，■)
において測定を行い，本研究では Straight-Vane(△，▲) を貼っ
て測定を行った．これらを比較すると，CL と CM の迎角に対
する変化率は一致することが分かった．また，風洞実験におけ
る Re 数は競技者が放つ矢の Re 数領域よりも低いが，Sawada
et al.(4) により，これらの係数は Re 数に依存しないことが示さ
れている．
4.2 抗力係数と Re 数
風洞実験，飛翔実験における A/C/E 矢の CD の Re 依存性お
よび，Re = 0.9 × 104 ，1.1 × 104 ，1.2 × 104 において加速度セ
ンサから得られた CD のヒストグラムを Fig.8 に示す．図中の
黒い実線は円柱側面における層流境界層の理論値を示す．
Miyazaki et al.(2) は風洞実験において，迎角をつけていない
SWV を貼った A/C/E 矢 (□) での測定を行った．彼らは，測定
された全 Re 数領域 (0.5 × 104 < Re < 1.3 × 104 ) で境界層は層
流状態を保つこと，迎角を 0.75◦ つける (+) と Re > 1.1 × 104
で乱流境界層となることを報告している．一方，飛翔実験にお
いて，圧縮空気を用いて SWV を貼った A/C/E 矢を発射させ
た測定を行い，Re = 1.1 × 104 で層流値となり，1.3 × 104 <
Re < 1.8 × 104 では CD 値が層流値と乱流値の間に広く分布す
ること，Re > 1.9 × 104 では乱流値のみとなることを報告して
いる．これらの結果は 2 台のカメラ間距離における矢の速度比
と姿勢角の差から算出された．

(2)

ここで，m は矢の質量，ρ は空気の密度，S は矢の平均断面積
である．

4. 実験結果
4.1 矢の迎角と抗力・揚力・縦揺れモーメント係数
風洞実験における A/C/E 矢の抗力係数 CD の迎角 γ 依存性
を Fig.6 に示す．Miyazaki et al.(2) は SWV を貼った A/C/E
矢 (●，〇) において測定を行い，|γ| > 0.6◦ になると CD 値が
急激に増加する結果を得た．これらは境界層の乱流遷移に対応
する変化である．
本研究では Straight-Vane を貼って測定 (●) を行った．結果
として，SWV を貼った場合と同様の変化が見られた．このこと
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Fig. 8 CD as a function of the Reynolds number
using A/C/E and histgram

Fig. 9 Acceleration and angular velocity (y component) at Re = 1.3 × 104 (upper:transitional case,
lower:laminar case)

本 研 究 に お け る 風 洞 実 験 で は ，Straight-Vane を 貼 っ た
A/C/E 矢 (〇) の 測 定 を 行 っ た ．測 定 さ れ た 全 Re 数 領 域
(0.3 × 104 < Re < 1.3 × 104 ) で境界層は層流状態を保つこ
とが分かった．これは SWV を貼った場合の Miyazaki et al.(2)

5. 結言
本研究では，加速度センサを用いたアーチェリー矢の飛翔実
験を行い，抗力係数 CD を推定した．MSBS 風洞実験との比較
では，0.9 × 104 < Re < 1.2 × 104 において加速度センサから
算出した CD の層流値が一致した．また Miyazaki et al.(2) が
行った飛翔実験結果との比較では，1.2 × 104 < Re < 1.6 × 104
において CD 値が層流値と乱流値の間に広く分布する結果とな
り，両者の方法で算出した結果に整合性が得られた．これら風
洞実験と先行研究との比較から，加速度センサの結果に妥当性
を確認した．Re = 1.3 × 104 において，加速度センサから得た
y 軸方向の減速率から，矢の側面境界層が飛翔中に乱流から層流
に変化する場合と，層流境界層を保ちながら飛翔する場合があ
るがあることが分かった．飛翔中の境界層遷移については，従
来のハイスピードカメラを用いた方法では測定できず，新たに
捉えることができた非定常な結果である．今後より長い距離に
おける飛翔実験を行うことで，飛翔姿勢と境界層遷移の関係や，
空力係数の時間変化を詳細に測定することが期待される．

の結果と一致する．
圧縮空気を用いた飛翔実験では，加速度センサの y 軸方向の減
速率から求めた CD 値が，Re = 0.9 × 104 で層流値のみとなり，
1.2 × 104 < Re < 1.6 × 104 では CD 値が層流値と乱流値の間に
広く分布する結果が得られた．Re = 1.7×104 では乱流値のみと
なった．風洞実験結果と比較すると，0.9×104 < Re < 1.2×104
において得られた層流値が一致した．Miyazaki et al.(2) の飛翔
実験結果と比較すると，低い Re 数で境界層の遷移領域がみら
れたが，これは矢羽形状の違いによるものであると考えられる．
また，加速度センサから得られた結果の方がばらつきが小さく，
アーチェリー矢の境界層の状態をより明確に判別することがで
きる．
これら風洞実験と先行研究との比較から，加速度センサの結
果に妥当性を確認した．また，飛翔実験における抗力係数 CD
の算出方法を議論すると，ハイスピードカメラを用いるよりも
加速度センサを用いる方が簡便にデータが得られ，より明確な
非定常現象の把握が可能となる．
4.3 y 軸方向の加速度 (減速率) と y 軸まわりの回転角速度
飛翔実験において，加速度センサから得られた y 軸方向の
加速度 (減速率) と y 軸まわりの回転角速度を Fig.9 に示す
(Re = 1.3 × 104 )．得られた回転角速度の結果を 5 次の多項式
関数でフィッティングすることで，矢が回転を始める時間 (発射
時間) を決定した．さらに，この多項式関数を時間積分すること
で，矢軸回りの回転角度 (ψ) の時間変化を求めた．
Fig.9 左に示す y 軸の減速率では，飛翔中に減速率が変化す
る結果 (上図) と，一定の値となる結果 (下図) の二通りが得ら
れた．上図において，減速率の平均が 0.34G となる領域では
CD = 2.5 となり，これは乱流境界層の値に対応する．一方，減
速率の平均が 0.18G となる領域では，CD = 1.4 となり，これ
は層流境界層の値に対応する．よって矢の側面境界層の状態が，
飛翔中に変化することが分かった．
Fig.9 右に示す y 軸回りの回転角速度について，飛翔中の矢側
面境界層の状態によらず，差がないことが分かった．得られた
結果を用いることによって，無次元回転数 SP (= πDf /V, D : 矢
の平均直径, f : 矢の毎秒回転数) と矢軸回りのトルクを求めるこ
とができる．また，−ψ をオイラー角による回転行列に代入し，
加速度センサから得られた結果を慣性座標系に変換することで，
数値計算結果との比較も可能となる．
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