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渡部 和彦

（運営委員長）

「第 28 回冬季スポーツ科学フォーラム」の開催にあたり、まず申
し上げたいことは、大変困難な状況の中で本大会のご準備をいただいた、大会長の上杉
尹宏先生、実行委員長の森敏先生（東海大学）はじめ、大会実行委員会スタッフの皆様
方に、心より感謝申し上げます。また、本大会にご協力をいただいた、関係各位に心か
ら感謝申し上げます。
本大会は、来年度（2018）開催予定の冬季オリンピック平昌（ピャンチャン）大会を
記念して、2018 年 6 月 23 日（金）から 3 日間、平昌オリンピック会場付近で開催す
る予定でした。Tae Won JUN 先生(ソウル大学名誉教授)、を中心に、韓・中・日の 3 か
国合同による国際フォーラムが予定されましたが、朝鮮半島を巡る国際情勢を冷静に判
断した結果、韓国での国際フォーラムの中止を決断するに至りました。「国際フォーラ
ム」開催の為、数年前から準備された、Tae Won JUN 先生はじめ、関係者の皆様のお
気持ちを考えると、慙愧に堪えません。また、森敏先生には、当初より連絡調整をして
いただきました。事態の急変後、札幌開催の準備に取り掛かっていただいた次第です。
幸いにも、韓国からは、2 名の先生がおいでになり、招待講演が用意されます。
「ピョ
ン チ ャ ン 冬 季 オ リ ン ピ ッ ク 」 Dr. Hyosung Lim 先 生 （ 韓 国 国 立 体 育 大 学 ）、
「APCOCS2014 への招待」Dr. Hyukki

Chang 先生（ソウル女子大学）です。

冬季スポーツ科学は、様々な研究および実践的領域を擁しています。トップアスリー
トの研究もその一つです。我々は、長野オリンピック（1998）で、IOC 医事委員会のプ
ロジェクトに参加し、競技者の優れた技術の映像解析と共に、「スポーツ科学教育研究
プロジェクト」を立ち上げることが出来ました。このプロジェクトで公開された、すべ
てのパネルは、中国語、韓国語、英語、等に翻訳され、インターネットでの閲覧が可能
です。
今日、運動・スポーツ科学は、広く人々の健康、教育、福祉、工学、製品開発など、
多方面にわたり、その研究成果の実用的活用が期待されています。体育・スポーツ教育
やコーチング、トレーニンの指導現場での活用もその一つです。
「冬季スポーツ科学」は、幅広い領域を含みますが、ある意味、まとまりのある研究
領域であることが特徴の一つかと思います。それだけに、学術的深化が期待されます。
さて、現代は、まさに国際化の時代です。我々の研究活動も国際的な視野に立ち、実
績を積み重ねていくことが何よりも重要なことであると考えます。
北の大地で開催されるこのフォーラムでは、冬季スポーツ科学の在り方、課題克服へ
の、新しいネットワークづくりも含めた、熱い論議がなされることを期待します。
（2017 年 10 月吉日）
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大会プログラム
10 月 28 日（土）
会場：大倉山ジャンプ競技場（運営本部 3 階プレスルーム）

12：30

受付開始

13：00

開会式 Opening Ceremony

13：10-14：00

基調講演 Keynote Lecture

テーマ：
「’感性バイオメカニクス’の提案とコーチング（スキー）への応用」
'KANSEI Biomechanics' and its Application to Ski Coaching"
講演者：渡部 和彦（広島大学名誉教授・冬季スポーツ科学研究会運営委員長）
司 会：竹田 唯史（北翔大学）

14：10-15：40

シンポジウム Symposium

テーマ：
「平昌オリンピックへの取り組み」
シンポジスト：山本 敬三

氏（北翔大学、スキージャンプ競技）

斗澤 由香子 氏（フリースタイル競技）
相原 博之

氏（東海大学、スキーアルペン競技）

司 会：中川 喜直（小樽商科大学）

15：50-16：30

招待講演 Invited Lecture

Dr. Hyosung Lim（Korea National Sports University）
"Pyeong Chang Olimpic Winter Games"
Dr.Hyukki Chang（Seoul Women's University）
"Invitation to APCOCS2018 in Seoul"
司 会：飯塚 邦明（株式会社 東大能力研修舎）

18：30-20：30

懇親会 Welcome Party

懇親会会場：ライプシュパイゼ
住所： 札幌市中央区南 2 条西 3 丁目 パレードビル 3 階
TEL ：011-252-5807
アクセス：

URL：

http://otarubeer.com/jp/leibspeise

札幌市営地下鉄大通駅・パルコ出口

3

10 月 29 日（日）
会場：会場：大倉山ジャンプ競技場（運営本部 3 階プレスルーム）

9：00-9：30

受付・運営委員会

9：30-12：00

研究発表 Oral Presentation（発表 10 分、質疑応答 5 分）

Session 1（座長：松本 実
）
① 9：30-9：45
長島康敬 （国立スポーツ科学センター）
複数映像の同期再生や合成について調査・分析と開発
② 9：45-10：00

宮本直人（東北大学）
携帯型GNSSの測位精度比較
―静的測位解析を用いた測位誤差分布の計測―

③ 10：00-10：15

宮本直人（東北大学）
携帯型キネマティックGNSSと測量用RTK GNSSの性能比較

10：15-10：45

休憩（NTC施設および測定見学）

Session 2（座長：森 敏
）
④ 10：45-11：00 三浦 哲（新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター）
高校男子クロスカントリースキー選手の血中乳酸濃度2mmol/L
時ランニングパフォーマンスと競技力
⑤ 11：00-11：15

山本 敬三（北翔大学生涯スポーツ学部）
立位時のスタンスアングルが体幹の回旋運動に及ぼす影響

⑥ 11：15-11：30

飯塚邦明（株式会社 東大能力研修舎）
出前サーバーを使ったスポーツ科学のWiFi学習環境

⑦ 11：30-11：45

竹田唯史（北翔大学）
パラリンピック出場を目指したクロスカントリー用シットスキ
ー開発

11：45 総会、閉会式 Closing Ceremony
【参加費】会員・一般 2,000 円、学生 1,000 円
＊一般参加者 講演・シンポジウム（初日のみ）参加無料
【懇親会】会費：4000 円

4

＜会場へのアクセス＞
会場：大倉山ジャンプ競技場（運営本部 3 階プレスルーム）
住所：〒064-0958 北海道札幌市中央区宮の森 1274
U R L:

http://okura.sapporo-dc.co.jp/

＜札幌駅からのアクセス＞
地下鉄南北線 さっぽろ駅（真駒内行き乗車）→ 大通駅下車、地下鉄東西線宮の沢行き乗
り換え → 地下鉄東西線

円山公園駅下車 → JR 北海道バス [円 14]荒井山線 乗車

→ バス停 大倉山競技場入口 下車 → 徒歩約 10 分 → 大倉山競技場

無料駐車場完備 （大型車 15 台、普通車 113 台）
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Presentation on Winter Sports Science
基調講演
Keynote Lecture

シンポジウム
Symposium

招待講演
Invited Lecture
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基調講演 Keynote Lecture
講演者：渡部 和彦（広島大学名誉教授・冬季スポーツ科学研究会運営委員長）
テーマ：「’感性バイオメカニクス’の提案とコーチング（スキー）への応用」
'KANSEI Biomechanics' and its Application to Ski Coaching"

司 会：
（略歴）
北海道生まれ（1944 年）
広島大学大学院名誉教授（平成 20 年 3 月）
スポーツ健康科学研究所（LLP）・代表
（医学博士）
（社界における活動）
第 15 次日本南極観測隊（越冬隊：医学担当）
日本南極地域観測隊 OB 会

中国支部長

IOC 医事委員会生理学・生体力学専門委員（NAOC 代表）（元）
JOC 科学委員会委員（スキー）（元）
（財）全日本スキー連盟競技力向上科学委員長（元）
アジアコーチング科学学会理事・会長（元会長）
広島県ウオーキング協会・会長
東広島市教育委員会・委員長（前）、教育長職務代理者
など
著書
「スポーツ生理学（フォックス著）」（訳書）大修館書店
「運動生理学概論（分担執筆）」大修館書店
「スポーツサイエンス入門（分担執筆）」丸善
趣味
音楽、
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（他）

第 28 回

冬季スポーツ科学研究会

基調講演要旨
講 師：渡部

和彦（広島大学名誉教授）

「‘感性バイオメカニクス’の提案とコーチング（スキー）への応用」
‘KANSEI Biomechanics’ and its application to Ski Coaching’
コーチングは、スポーツ・運動指導において、最も身近で重要な行為である
ことは、言うまでもありません。他方、最近のスポーツ科学の進歩・発展は、コ
ーチングの現場に大きな影響を与えています。スポーツ科学は、
「コーチング学」
あるいは、
「コーチング科学」の基礎であり、活用手段でもあると考えられるで
しょう。
例えば、
「スポーツバイオメカニクス」の手法である、動作解析（キネマティ
クス）技術は、3 次元映像解析の進歩により、細部にわたる動作の構造を明らか
にし、最適動作スキル」を提示します。しかし、依然として課題が残ります「動
作解析」、
「地面反力」、
「身体重心位置」等の分析から導き出された「最適スポー
ツスキル」の獲得方法・手段の課題です。
運動指導やスポーツコーチングの現場での「科学・技術」の活用法の課題でも
あります。
‘ 感 性 バ イ オ メ カ ニ ク ス ’ は 、 ’Sensory Biomechanics’, ‘Sensitive
Biomechanics’ という用語で表現してきました。選手の「感性：
（身体感覚、知
覚器官）」の機能を重視したコーチング、すなわち、運動学習過程を提案しよう
としたからです。
身体運動は、筋の収縮によって発現し、筋群相互の調節によって高度のスキル
運動が成り立ちます。他方で、感覚器官からの入力情報も、高度のスキル運動に
不可欠です。
‘感性バイオメカニクス’では、ヒトの運動およびスポーツパフォ
ーマンス向上に関わる、
「感覚情報」の認知体験を重視し、そのための方法・手
段を開発し提供することを目的とします。
言い換えれば、コーチングにおいては、
‘感性コーチング学’とも、密接に関
係します。
スポーツや運動パフォーマンスの向上には、感覚入力情報の認知とスキル獲
得への活用が重要であることを強調します。風洞装置を用いたトレーニング、足
部の圧力中心点の可視化などを用いた、指導現場への応用と意義について話題
提供します。また、別の視点から、歩行運動指導、ストレッチ・健康体操指導へ
の応用等についても紹介します。
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シンポジウム Symposium
テーマ：「平昌オリンピックへの取り組み」
シンポジスト：山本 敬三 氏（北翔大学、スキージャンプ競技）
斗澤 由香子 氏（フリースタイル競技）
相原 博之 氏（東海大学、スキーアルペン競技）
司 会：

＜シンポジスト略歴＞
シンポジスト

山本

敬三

氏

バイオメカニクスの視点から見たスキージャンプ
所属：北翔大学生涯スポーツ学部・教授
略歴：2004 年 12 月 北海道大学大学院工学研究科システム
情報工学専攻・博士後期過程
2005 年 4 月〜現在

修了（博士（工学））

北翔大学に勤務

バイオメカニクスを専門とし、スキージャンプについては運動力学および
空気力学的な観点から研究活動を行っている。近年は、個々人の身体的特徴を
ベースにした最適姿勢や動作について研究を行い、運動指導に直接役立つ科
学情報の提供を行っている。
経歴
・ 2007 年 12 月

4th International Congress on Science and Skiing

(ICSS2007)にて Young Investigator Award 2nd prize in the poster
presentation competition を受賞
・ 2014 年 7 月

1st Asia-Pacific Conference on Coaching Science にて

Young Coaching Scientist's Award を受賞
・ 2017 年 2 月

北海道科学技術奨励賞授賞「スキージャンプの競技力向上

を目的とした科学研究とその知見に基づく選手支援の実践」
・ 2008 年〜現在

(財)全日本スキー連盟

に参加

9

NTC 大倉山・宮の森サポート部会

シンポジスト

斗澤

由香子

氏

オリンピック冬季競技大会に向けての４年サイ
クルの強化について

所属：公益財団法人

全日本スキー連盟フリースタイル部

略歴
神奈川県藤沢市出身
私立湘南白百合学園高等学校

–

日本大学

筑波大学大学院修士課程体育研究科修了（修士・体育学）
北海道教育大学大学院教育学研究科修了（修士・教育学）
（公財）全日本スキー連盟
・

フリースタイル部

ヘッドコーチ・強化委員長

主な成績

ワールドカップ最高位

4 位（アメリカ・ブリッケンリッジ）

1997 年 フリースタイル世界選手権大会（長野大会）4 位
1999 年

フリースタイル世界選手権大会（スイス・メイリンゲン大会）4 位

1992 年 アルベールビルオリンピック競技大会

日本代表

フリースタイルスキー・バレエ（のちアクロ）の選手として、国内外の競技会
に出場した。競技引退後はスポーツ科学の側面からフリースタイル競技を研究、
また JOC 在外研修員としてカナダのスポーツコーチングプログラムを修了し
た。現在はその成果を活用し、全日本スキー連盟フリースタイル部のヘッドコー
チ・強化委員長として、フリースタイル部６種目の国際競技力を高めるために、
強化をマネジメントの側面からサポートしている。
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シンポジスト

相原

博之

氏

近年のアルペン競技テクニックと道具の変化に
ついて
所属：東海大学（札幌キャンパス）・教授
略歴：枝幸郡歌登町出身
小樽北照高校

―

日本体育大学研究員
現、東海大学

日本体育大学
―

東海大学体育学部

国際文化学部

東海大学スキー部

地域創造学科

―

北海道東海大学

教授

監督（1988 年～現在）

8 歳からアルペン競技に取り組み、高校 3 年時全日本スキー選手権優勝から
全日本ナショナルチーム入り、1977 年～1986 年まで全日本ダウンヒルチーム
として活動、現役時代は全日本スキー選手権、滑降競技 5 度優勝、ワールドカ
ップ 9 位、引退後は全日本ナショナルチーム、アルペン Jr ヘッドコーチ、女
子ヘッドコーチを歴任、1988 年より東海大学スキー部監督として全日本学生
選手権、男子総合 5 度優勝、オリンピック選手 6 名輩出、現在も世界で活躍
できる学生指導に尽力している。
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招待講演 Invited Lecture
Dr. Hyosung Lim（Korea National Sports University）
"Pyeong Chang Olimpic Winter Games"

Hyosung Lim, Ph.D.
-

Sport Coaching (coach education, curriculum, counseling, academic

problem)
-

Lecturer, Department of Physical Education, Korea National Sport

University
Academic Board Member
-

Editor, Korean Journal of Sport Coaching

-

Director, Korean Society of Golf Studies

-

Director, Korean Association of Sport pedagogy

Dr.Hyukki Chang（Seoul Women's University）
"Invitation to APCOCS2018 in Seoul"
Hyukki Chang, Ph.D.
-

Exercise Physiology (exercise and depression, exercise and cognitive

function)
-

Associate Professor, Department of Human Movement Science,

Seoul Women’s University
Academic Board Member
-

Secretary General, Korean Society of Sport Coaching

-

Vice-Chairman and Editor, Korean Society of Exercise Nutrition

-

Executive Director and Editor, Korean Golf Academy

-

Director, Korean Society of Exercise Physiology

-

Editor and IRB committee member, Korea Institute of Sport Science
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Pyeong Chang Olympic Winter Games
Hyosung Lim / Ph.D.
Korea National Sport University, Seoul, Korea
Korea will host the 2018 Pyeongchang Winter Olympics 30 years after the 1988
Seoul Summer Olympics. This Olympic will be held for 17 days from February 9th to
25th, 2018. The Winter Paralympics follow in March, Korea has run for hosting the
Winter Olympic in 2003 and 2007 and finally has been chosen to host the Games in
2011. Likewise. Korea has aspired to host the Olympics. With the title ‘Newhorizons’,
Korea has presented the vision that young people around the world open a new
prospect in winter sports in Asia, a new stage with great potential, and leave a
sustainable legacy for Pyeongchang and Korea, The organizing committee in Korea
puts extreme efforts to realize the vision and holds the best games.
The Olympics will be held in Pyeongchang Mountain Cluster including Jeongseon,
where snow events will be occurred, and Gangneung Costal Cluster, in which ice
events will be operated. People can move among every place of competition within 5
to 30 minutes. In addition, the Olympics are expected to provide players with the
best condition and convenience by locating athlete's villages, the place for opening
and closing ceremony near stadiums. The Olympics will hold 102 events in 15 sport
disciplines and provide more than 100 gold medal for the first time in the history of
Winter Olympics. Specifically, there will be 7 snow sports, 5 ice sports, and 3 sliding
sports. In particular, the Olympics will newly add 6 events including Snowboard Big
Air (men’s and women’s), Mass Start (men’s and women’s), Curling Mix Double, and
Alpine Ski Mixed Team and thus will proceed the greatest number of women’s and
mixed events in history.
Prior to holding the Olympics, a test event for inspecting facilities and management
took place in 2016/2017 season. From the Ski Worldcup in February, 2016 to the
Para-Ice Hockey World Championship in April, 2017, totally 29 international events
took place. Overall, the test events earned favorable reviews, and we may expect the
successful hosting of the Olympics.
Although there are many favorable views on the Olympics, there has been concern
for destroyed environment and deficit finance following the games as well. The poor
sales rate of tickets is another serious issue. In addition, some countries such as
France, and Austria suggest the boycott of the Olympics because of unstable
situations on the Korea peninsula. Challenges will continue to be ahead until hosting
of the Olympics. Therefore, cooperation and efforts within and without will be
required in order for the 2018 Pyeongchang Olympics to be successfully completed
and become meaningful history.
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Introduction of 3rd Asia-Pacific Conference on Coaching Science

Hyukki Chang Ph.D.
Seoul Women’s University, Seoul, Korea
We are honored to announce and invite you, at 3rd Asia-Pacific Conference on
Coaching Science (APCOCS) 2018 going to be held on Korea National Sport
University (KNSU) and supported by Korean Society of Sport Coaching
(KSOSC). The conference will be held from 24-25 October 2018 in Seoul. On
behalf of all faculties, staffs and Dr. Tae-Won Jun (President at AACS), I
would like to express my warm welcome to all members of Japanese Forum
for Winter Sports Science.
The Asia Association of Coaching Science (AACS) Executive Board member
Professor Dr. Kwan-Yong Choi who is also the Dean of the Graduate School
of KNSU and Chairman in KSOSC is preparing a conference as host of
APCOCS 2018. KNSU was founded in 1976 and aims to educate and nurture
excellent sportsmen and specialized sports coaches. All student-athletes
majoring in physical education and sports guidance are required to live in the
dormitory, and tuition and entrance fees are waived by the South Korean
government. As a result, students and graduates earned a total 100 medals
at the Olympics by 2016. This year FISU (International university sports
federation) gave the Best University Award to KNSU.
The theme of 3rd APCOCS is “Coaching Education and Development based on
Sport Field“, and aims to emphasis the importance of customized coaching
education on various sport field. Along with the scientific sessions of the
conference, we aim to enable you to have a splendid time with a various
culture event in Seoul.
We would like to see you in 3rd APCOCS, which is to be held in Seoul. Your
attendance will be a great support for us. We sincerely invite JFWSS
members and all Japanese scholars to the conference.
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Presentation on Winter Sports Science
一般研究発表演題

Oral Presentation
口頭発表
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複数映像の同期再生や映像合成についての調査・分析と開発
○長島康敬、田中仁、加藤恭章
国立スポーツ科学センタースポーツ科学部映像情報グループ
1. 背景と目的
スポーツ現場では、短時間で多くの情報を効率的且
つ迅速に選手・コーチへフィードバックすることが重
要である。映像を用いたフィードバックは短時間で得
られる情報量が多いことから、様々な競技・種目で大
きな効果を発揮してきた。
昨今のスポーツの現場では、映像フィードバックの
要望が高度化してきており、本研究は日本のスポーツ
の国際競技力向上に寄与するため、複数の映像ファイ
ルの同期再生、合成しての再生を簡易に可能とする、
マルチ映像プレイヤなるものを開発することを目的と
した。また同時に、開発されたアプリケーションが現
場でどの程度利用可能かの検討も行った。
2. アプリケーション説明
一般的な動画プレイヤの機能にスポーツの現場で要
求される機能※1（スロー再生やコマ送りその他）以外
に、以下の 2 つの要求を満たしたアプリケーションを
開発した。


複数のファイルを同期して再生できること



複数のファイルを合成して同時再生できること

3. 実現可能なフィードバックおよび機能
ファイルウォッチ機能＋自動 2 画面同期再生：2 つの
フォルダにWi-Fiで転送された最新のファイルを2画
面で同期させて比較再生させ、多視点の映像をフィー
ドバックする。

5. 考察
これまで様々な競技のサポートを通して蓄積してき

残像表示機能：定点カメラによる動画を 1 枚の画像に

たフィードバック経験を活かし、一つのアプリケーシ

残像表示させて、動画と残像表示を並べてフィードバ

ョンに様々な機能を盛り込んだ。将来的に一つのアプ

ックする。

リケーションでやりたいことが完結できるようなツー

分析機能：角度算出、長さ計測、レース分析、動作分

ルに仕上げたいと考えているが、まだ普及段階のため

析など映像を見ながら簡易的な分析ができる。

利用者数が少なく改善の余地があるとは考えている。

オーバーラップ再生：2 つの動画を透過合成して比較

今後は、操作性や直感性を追究して、多機能で且つよ

再生させてフィードバックする。

り簡単に操作できる動画アプリケーションを目指す。

ストリーミング再生：配信機能を有する機器を使用し

そしてこのツールを使うことで国際競技力の向上に貢

て、最大 4 つまでの映像を比較表示させてフィードバ

献できることを願っている。

ックする。配信側で遅延させることで多視点の遅延映

※1 スロー再生（可変）
、再生、ポーズ、コマ送り、フルスクリーン、リピ

像をフィードバックする。

ート再生、A-B 間リピート再生、反転表示、オーバーラップ、画面拡大、画

4. 実際に行ったフィードバック

面縮小、画面回転、ストリーミング再生、フォルダウォッチ再生、複数フ

フリースタイルスキー競技モーグル種目でのフィー
ドバックの様子を以下の図に示す。

ァイルのドラッグアンドドロップによる同時比較再生、リネーム機能、振
り分け機能、多コーデック対応

携帯型 GNSS の測位精度比較
―静的測位解析を用いた測位誤差分布の計測―
○宮本直人 1、竹田正樹 2、森本達郎 1、大串巧太郎 1、三浦隆治 1、鈴木 愛 1、
畠山 望 1、宮本 明 1、張山昌論 1、Lindinger Stefan3
1) 東北大学 2) 同志社大学 3) University of Salzburg

1. 背景と目的

3. 測位精度の結果

GNSS（Global Navigation Satel-

E-W(m)

N-S(m)

U-D(m)

lite System）とは全地球航法衛星システ

AT-H-022)

0.0058

0.0196

0.0458

ムのことで、GPS、GLONASS、Galileo、

Gait Up

1.7940

0.8967

4.0113

Beidou、みちびき等の衛星測位システムの

Ambit3

N/A

N/A

N/A

総称である。近年、冬季スポーツを含むさ

V800

0.4357

0.3340

1.0979

まざまなアウトドアスポーツにおいて、小

Galaxy S5

4.6799

2.6311

3.6641

型・軽量な携帯型 GNSS を用いた様々なア

E-W：東西、N-S：南北、U-D：上下方向

クティビティが行われるようになった

1)。

N/A：Not Applicable（利用不可）

本研究の目的は携帯型 GNSS の測位精度
を比較することで、用途に合った GNSS の
選択を促すことである。

4. 考察
AT-H-02 は mm 級の測位精度となった。
これは Kinematic 測位によるもので、ス

2. 方法

ポーツ用途には最適だと考えられる。

GNSS の測位精度を比較するために、我々

Gait Up と V800 はサブメートル級の測

は静的測位解析（Static Positioning

位精度であった。しかし、付属ソフトによ

Analysis）を行った。静的測位解析とは、

り測位結果（緯度・経度）が小数点 4 桁と

空がよく開けた場所で、静止した状態で長

6 桁に丸め込まれていた。Ambit3 は移動し

時間測位することで、測位誤差の分布を測

なければ測位結果が出力されない仕様で、

定することである。

静的測位解析自体が不可能だった。

測定条件は以下の通り。

スマホである Galaxy S5 に搭載された

日時：2017 年 3 月 29 日 7:33～7:43 UTC

GNSS はメートル級の測位精度であり、スポ

場所：Vuokatti,バイアスロン射撃場前

ーツ用途には不適だと思われる。

対象：青葉テクノロジア

AT-H-022)（K）、

Physilog4 Gait Up（D）
、Suunto Ambit3

参考文献

（D）
、Polar V800（D）
、Samsung Galaxy

1) Takeda T. et al. (2016), 7th ICSS Book

S5（A）
、以上 5 個の携帯型 GNSS
ここで、K は Kinematic、D は Differential、A は Assisted GNSS を表す。

of Abstracts, 133-134
2) Miyamoto N. et al. (2016), 7th ICSS
Book of Abstracts, 50-51

携帯型キネマティック GNSS と測量用 RTK GNSS の性能比較
―青葉テクノロジア AT-H-02 と Trimble R8―
○宮本直人 1、竹田正樹 2、森本達郎 1、大串巧太郎 1、三浦隆治 1、鈴木 愛 1、
畠山 望 1、宮本 明 1、張山昌論 1、Lindinger Stefan3
1) 東北大学 2) 同志社大学 3) University of Salzburg

1. 背景と目的

・コース１周の軌跡

近年、GNSS（Global Navigation Satellite System）の性能が飛躍的に向上
AT-H-02

している。著者らにより小型・軽量な携帯

Trimble R8

型キネマティック GNSS（青葉テクノロジア
AT-H-021））が開発され、さまざまな冬季
スポーツに適用されている 2)。
本 研 究 の 目 的 は 、 AT-H-02 と 測 量 用
Real-Time Kinematic（RTK）GNSS の
性能を比較し、AT-H-02 の有用性を証明す
ることである。
4. 考察
2. 方法

AT-H-02 は mm 級の測位精度だが、T-R8

測量用 RTK GNSS として Trimble R8

よりも 2～4 倍大きい測位誤差となった。こ

を用いた。直径 19cm 高さ 11.2cm の本体

れは AT-H-02 が Float 解なのに対して、

を含む、全長 2m 重量 3.71kg の装置で、

T-R8 はより高精度な Fix 解が得られたか

選手が持って運動することは困難である。

らである。それでも AT-H-02 は十分高精度

性能比較の実験条件は以下の通り。

であり、コース１周の軌跡は T-R8 と極め

日時：2017 年 3 月 29 日 7:27～7:43 UTC

てよく一致する。さらに AT-H-02 のサンプ

場所：Vuokatti,クロスカントリースキー

リング周波数は 10Hz で、1Hz の T-R8 よ

コース

りも詳細な軌跡が得られた。従って、スポ

項目：静的測位解析と時速 40km でのスノ

ーツの運動解析や動作分析には AT-H-02

ーモービルによるコース１周の軌跡

が適していると考えられる。

3. 結果

参考文献

・測位精度

1) Miyamoto N. et al. (2016), 7th ICSS
E-W(m)

N-S(m)

U-D(m)

T-R8

0.0035

0.0057

0.0109

AT-H-021)

0.0058

0.0196

0.0458

Book of Abstracts, 50-51
2) Tsunoda K. (2017), ECSS Book of
Abstracts, 987

高校男子クロスカントリースキー選手の
血中乳酸濃度 2mmol/L 時ランニングパフォーマンスと競技力
○三浦 哲 1、中山春彦 1、佐藤由菜 1、荒川正昭 1
1) 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター
1. 背景と目的
クロスカントリースキー選手は、血中乳
酸濃度（LA）2mmol/L(2mM)時の酸素摂取
．
量（VO2）が他の競技に比べ高い傾向にある
1 ）。我々は、成年男子について、競技力と
．
VO2max 体重比および LA2mM 時 VO2 体重比
との間に中程度の相関が認められることを
報告した 2)。しかし、成長期にある高校生
では、未だ明らかにされていない。そこで
本研究は、高校男子クロスカントリースキ
ー選手について、競技力と LA2mM 時のラン
ニングパフォーマンスとの関係を検討して、
競技力向上を目指した乳酸素性作業閾値
（LT）を活用したトレーニング計画立案に
役立てることを目的とした。
2. 方法
高校男子クロスカントリースキー選手
119 名を対象として、ランニングによる LA
．
及び VO2max を測定した。LA の結果より
．
LA2mM 時の VO2 及び走速度を算出した。競
技力の指標は、全日本スキー連盟の競技者
トータルポイントを用いた。これらをピア
ソンの積率相関により相関係数を算出し、
相関を検定した。
3. 結果および考察
表 1 に競技力と各測定値の関係を示した。
．
．
競技力と VO2max および VO2max 体重比に
は中程度から弱い負の相関が認められた
（それぞれ r=-0.41，p＜0.01；r=-0.26，
p＜0.01）
。競技者ポイントは、値が低いと
．
成績が高く、負の相関であるが、VO2max
．
と VO2max 体重比は、大きいと競技力が高
かった。先行研究における成年男子では，
．
VO2max とは相関が認められなかったが
．
（r=0.07，ns）
，VO2max 体重比とは、相
関が認められた（r=-0.63，p＜0.01）2)。
．
競技力と LA2mM 時 VO2 および LA2mM 時
VO2 体重比は、弱い負の相関が有意（それ

ぞれ r=-0.32，p＜0.01；r=-0.19，p＜
0.05）であった。先行研究における成年男
．
子の競技力と LA2mM 時 VO2 には、相関がみ
られなかったが（r=0.08, ns）、LA2mM
．
時 V O2 体 重 比 と は の 相 関 が 認 め ら れ た
（r=0.48，p＜0.05)2)。
これらのことから、成年男子では、競技
．
．
力と VO2max 体重比および LA2mM 時 VO2
体重比には中程度の相関がみられたが，高
校生では相関がなく、成長期における体重
比のばらつきが大きいことが影響している
と考えられる。
競技力と LA2mM 時走速度には、中程度の
負 の相関 が認 められ た （ r=-0.54， p＜
0.01）。先行研究の成年男子では，相関が
みられなかった（r=0.22，ns）2) 。高校
選手は， LA 2mM 時走速度を増加させるこ
とで、競技力を高めることができると考え
られる。
表１

競技力とランニングパフォーマンスの相関
・

VO2max

2mmol/l時
・

SAJ競技者
ポイントとの相関

体重比
VO2
体重比 走速度
-0.41
-0.26
-0.32
-0.19
-0.54
**
**
**
*
**
p<0.01‥**, p<0.05‥*, p<0.10‥+
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伊藤静夫，塚越克己，雨宮輝也，金子敬二，
原 孝子（1992）No.Ⅸ スポーツ選手の AT
に関する研究－第７報－陸上長距離選手およ
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立位時のスタンスアングルが体幹の回旋運動に及ぼす影響
山本敬三 1、新開谷 深 2
1 北翔大学生涯スポーツ学部、2 日本福祉リハビリテーション学院

【目的】

対し一元配置分散分析後に多重比較を行っ

スポーツやトレーニングなど運動を行う際 た。有意水準は 5％未満とした。
の両足間の距離や足の向きは一般的にスタン 【結果】
胸腰椎の回旋可動域はセンター角において

スと呼ばれており、スノーボードやゴルフの

スウィングなどでは、パフォーマンス発揮に 大きくなったものの有意な変化は少なかっ
重要とされている。本研究の目的は、スタン た。骨盤の回旋可動域は各スタンス条件にお
スアングルが体幹の回旋運動へ及ぼす影響を いてセンター角で最も増加し、-30°や+30°
明らかにし、スタンスアングル選択の一助と では有意に減少した（表 ）
。股関節可動域は
することでとした。

左右の足の回旋を合算するとセンター角が最

【方法】

も大きい。左右足への荷重配分を示す SI は-

実験では健常男性 11 名（年齢 21.5±1.7

30°では左右均等に荷重され、+30°では回

歳、身長 171.3±6.5cm、体重 65.4±9.1kg、

旋側への荷重が増えた。また、FM は-30°

M±SD）を対象としたスタンスアングルは踵 で増加し、+30°で減少した（表）
。
の中心と第 2 趾を結んだ線と前額軸とのなす
角度を用いて設定した。まず、スタンサー

表

各条件の荷重配分・FM・体幹回旋可動域

（ジャイロテクノロジー株式会社製）を用い

-30°

て、立位姿勢における股関節の最大内外旋角

荷重配分

左右
均等

回旋側
増

FM

増

減

体幹 ROM

減

増

減

股回旋
ROM

減

増

減

度の中央値を求め、これをセンター角と定義
した。センター角に±15°, ±30°を加減した
ものを条件角度として、5 条件を設定した。
運動課題は胸の前で両腕を組んだ立位姿勢
で，膝関節および股関節が屈曲しないように
指示し、体幹を最大左右回旋させた。自作の
固定器具を用いて回旋中の足部を固定した。
計測装置には三次元光学式動作解析装置(カ
メラ 12 台, 100Hz)と床反力計(2 台, 1kHz)を
使用した。第 1 胸椎、第 4 胸椎、第 7 胸
椎、第 1 腰椎、骨盤の回旋角度を計測する
ためにそれぞれの箇所に反射マーカを 3 つ
貼付した。スタンスアングル 5 条件につい
て、体幹回旋可動域、股関節モーメント
(M)、対称性指数(以下 SI；Symmetry
Index)およびフリーモーメント(以下 FM;
Free Moment)を求めた。体幹回旋可動域は
施行中の最大値を採用し、股関節 M 及び
SI・FM は体幹の左右最大回旋時の値を採用
した。統計解析では、各々のパラメーターに

-15°

センター

+15°

+30°

【考察】
スタンスアングルが体幹の回旋可動域に及
ぼす影響が明らかとなった。センター角での
体幹回旋可動域が最大となった。また、内旋
条件(-30°)では FM が大きくなった。股関
節の内外旋 M が FM の発生に寄与すると考
えられた。-30°では股関節の内旋が強くな
っており、外旋筋は伸張位にある。筋は伸張
位においては張力が高くなるため外旋筋の筋
力が高くなる。逆に外旋条件(+30°)では股
関節は外旋位にあり外旋筋は短縮位となって
おり、筋力を発揮しにくくなっていたと考え
られる。また、SI の結果より、スタンスア
ングルが大きくなると、回旋側の足への荷重
配分が大きくなることから、体幹回旋中に体
重移動が行われやすくなる。

出前サーバーを使った
スポーツ科学の WiFi 学習環境
○飯塚邦明
株式会社 東大能力研修舎

1. 背景と目的
小中学校においてもタブレットを使った

続できた。ブラウザを開き、上部のアドレ
スバーに「http://9.9.9.9」または「9.9.9.9」

調べ学習などが一部の学校で実験的に行わ

と入力して、「Sport Science」のページに

れている。しかし、通常の方法でネットに

入り、「Goo」メニューから「WinterSport

接続するためには、WiFi 環境を整備した

Science.net」を選択すると、ネットで公開

りパスワードを得たりする必要がある。

されているのと全く同じ HP を閲覧できる。

そのような手間を省いて、小型の WiFi
サーバーを教室や会議場に直接、持ち込ん
で、手持ちのパソコンやタブレット、スマ
ートフォンでホームページを見ながら、ス
ポーツ科学教育に役立てる方法を考案した。
2. 方法
○教育用コンテンツ
長野五輪の時に渡部和彦氏が中心となって

4. 考察

冬季スポーツ科学研究会が作成した「IOC

小型のサーバーを会議場や教室に持ち込む

スポーツ科学教育」のインターネット版を

ことで、サーバーに入っている教育コンテ

使用した。

ンツを手っ取り早く見せることができ、便

○サーバー設定

利である。WiFi の電波の届く範囲だけで利

インターネット上の｢自宅サーバー構築」に

用できるものなので目の届く範囲での学習

関する記事を参考にしながら、小型パソコ

環境といえよう。当学習塾でも同様のサー

ンに Linux OS の一種である CentOS を

バーを利用しているが生徒は設置したサー

インストール。サーバー用に設定し、さら

バーからの WiFi だけを利用するので、授

に WiFi 親機とするための ソフトもインス

業に無関係なサイトに遊びに行くことがで

トール。試行錯誤しながら Free WiFi 環

きないという利点も大きい。

境を作ることができた。
3. 結果

参考文献

教室に置いた出前サーバーが WiFi 親機と

馬場俊彰 ｢15 時間でわかる CentOS 集中

なる。スマートフォンやパソコンで WiFi

講義｣

設定画面を開き、「9_9_9_9」という WiFi
を受信すると、パスワードなしで親機に接

技術評論社 2015 年 4 月

パラリンピック出場を目指したクロスカントリー用シットスキー開発
○竹田唯史 1、山本敬三 1、鈴木聡一郎 2、齋藤隆憲 2、近藤雄一郎 3、田畑竜平 4、伊藤秀吉 5
1) 北翔大学 2) 北見工業大学 3) 北海道大学大学院
4) 北翔大学大学院 5) Sports Safety Japan
1. 背景と目的
北翔大学は，平成 27 年より障がい者スポ
ーツの競技力向上に向けて，公益財団法人日
本障がい者スポーツ協会・日本パラリンピッ
ク委員会（JPC）のフィットネスチェック実
施協力機関の認定を受けている。平成 28 年
からパラリンピック・クロスカントリー選手
の入学があり，その支援に協力している．
本研究では，パラリンピック出場を目指す
クロスカントリー用シットスキーの開発に
ついて報告することを目的とする。
シットスキーの開発にあたっては、
平成 28
年度は、北海道経済部産業振興局産業振興課、
北見工業大学、北海道立総合研究機構工業試
験場、社会福祉法人クピドフェアらが協力し
て、シットスキー1 号機を開発した。開発後、
雪上での実際の大会で使用し、IPC ワールド
カップ札幌大会で 4 位の成績を収めた。
平成 29 年度から北翔大学も開発に加わり
2 号機の開発を行った。
2. 方法
1)最大酸素摂取量の測定
パラリンピッククロスカントリースキー
競技出場を目指す選手の最大酸素摂取量を
測定した。測定は、車椅子の走行が可能な大
型トレッドミル（幅 1.8ｍ、長さ 4ｍ）を利
用し，呼気ガス分析器(AE-310s、ミナト医
科学社製)を用い，Breath by Breath で
取り込み周期 30 秒に設定して、体重当たり
の酸素摂取量を求めた。被験者が日常利用し
ている車椅子を利用し、漸増負荷方式で速度、
傾斜を増加させた。心拍数を同時に計測した。
２）雪上実験
平成 29 年 5 月 1 日・2 日に旭岳クロスカ
ントリーコースにて 1 号機の問題点を明らか
にするために雪上実験を行った。座面シート
角度を 12.5°、20°に変化させての滑走を
行った。同距離滑走によるタイムストック使
用回数を算出した。
３）室内実験
6 月 9 日（金）
、北翔大学においてモーシ
ョンキャプチャシステム（MAC3D, Motion
Analysis 社 製 ）、 フ ォ ー ス プ レ ー ト
（BP6001200, AMTI 社製）を用いて、以下

の測定を行った。被験者には、赤外線反射マ
ーカを、頭部、左右上肢、体幹、チェア部、
スキーの先端・後端およびスキービンディン
グの先端・後端に貼り付けた。
① 重心位置の測定
静止状態での重心位置の測定を行った。姿
勢条件は、①ストックの先端を床に接地した
姿勢、②ストックを身体前上方に持ち上げた
姿勢、③ストックの先端を床に接地し、推進
力発揮直前を想定した姿勢および④推進力
発揮し、上体を前傾させた姿勢とした。重心
位置は、スキービンディング先端に貼付した
マーカと合成 COP（重心線の下端）間の前後
方向距離として、算出した。
②ストックワークによる推進力の測定
座面および背面の前傾角度を条件パラメ
ータとして、ストックワークによって発揮さ
れる推進力を測定した。4 度下降の滑走路を
製作し、実験室内の床反力計上に設置した。
被験者には、静止姿勢から最大努力で前方へ
推進するよう指示した。
3. 結果と考察
１）体力測定
最大酸素摂取量 33.6ml/kg、最大心拍数
180bpm の結果を得た。オールアウトの時間
は 10 分 41 秒であった。
２）雪上実験
雪上滑走分析の結果、ストックを突く回数
は 31 回で同数であったが、タイムはシート
角度なしが 35 秒、20°が 41 秒であった。
角度をつけることにより、大きな力発揮がさ
れ、推進力は増すが、登りにおいては逆に力
発揮の量が大きすぎ、速度が低下する可能性
が示唆された。
３）実験室における測定実験
重心位置測定では、それぞれの姿勢条件で
①21.9cm、②18.3cm、③16.9cm および④
12.0cm であった。
ストックワークによる推進力測定の結果、
座面の前傾角度を 8 度とし、背面前傾角度を
6 度と 8 度の 2 条件で測定し、背面前傾角度
6 度の条件でチェアベース部の速度が最も大
きくなり（2.21m/s）、被験者も主観的に最
適であると答えた。

感覚を元に考えていたトレーニングに
数値化された力が効率の良い練習を実現します

フォースプレート

- force plate -

プレートが受けた力（体重など）を６つの方向に分割して計測します。
跳躍前後の踏み込みにかかる力の分散方向が分かるので、
効率の良い踏み切り方の指標とすることが可能です。

For Practice Ski jumping

踏み込み時の力の強弱、方向、両足間での力の差を数値化。

地面（＝フォースプレート）の上で跳躍動作を行う際に発生する一連の体の動きを力学的に解析します。

より効率的な
跳躍動作の
踏み込み練習を
実現します。

踏切の前から踏み切る体勢までの
フォームの左右、前かがみ具合
踏み切り力を連続的に計測します

0
0
Fx フォームの左右ブレ力

Fy フォームの前かがみ力

Fz フォームの安定力や踏み切り力

新たな計測技術に挑む

Mx 踏み切り時の伸展力

My 踏み切り時の左右回転力（踏切バランス）

Mz 踏み切り時の身体ねじれ力

※波形はイメージです

Open up measurement possibilities

弊社では、
特殊形状のセンサや3軸力覚センサを応用した計測システム等、
お客様のニーズにお応え致します。
計測業務でお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

生涯スポーツ学部
スポーツ教 育 学 科

オープンキャンパス

スポーツを通して、

2018年3月11日（日）開催

生徒の成長を
応援したい。

健 康 福 祉学 科
福祉職として、

北翔大学

子どもの心に
寄り添いたい。

スポーツの力を、生きる力に。
スポーツの学びを、教育、健康、そして福祉へ。
人々の生きがいを支えるスペシャリストをめざす。
生 涯スポーツ
学部

スポーツ教 育 学 科

実 践 力を磨き、スポーツで社 会貢 献。

選 択コース

■ スポーツ教育コース

■ 競技スポーツコース

■ スポーツトレーナーコース

※ コースは2年次に選択

養 成モデル

■ 中学校・高等学校教諭一種免許状
（保健体育）

取得できる
主な資格

■ 特別支援学校教諭一種免許状

■
（財）
日本体育協会公認スポーツ指導者 共通科目・
I I・
I III
■ 健康運動指導士

■ アスレティックトレーナー

教員採用実績

204 人（

など

スポーツ教育学科

）

平成17〜29年
正規採用者数：既卒者を含む

福 祉の学びに健 康・運 動をプラス。

■ 健康づくりの視点がある社会福祉士
■ 運動指導のできる介護福祉士 など
■ 社会福祉士(国家試験受験資格)

取得できる
主な資格

平成 28年度

スポーツ教育学科

健康福祉学科

98.8 %

■ 介護福祉士(国家試験受験資格)
■ 健康運動実践指導者 ■

初級障がい者スポーツ指導員

■ レクリエーション・インストラクター など

就 職 率（就職希望者に対する就職者数の割合）:平成29年5 月1日現在

健康福祉学科

97.0 %

※地域福祉学科、医療福祉学科、スポーツ教育学科の実績より。
3学科の卒業希望者数及び就職者数を合算して算出

〒069- 8511 北 海 道 江 別 市 文 京台 23番 地 TEL.011-386- 8011（ 代）／ FAX.011-387-3739
in f o @ h o k u s h o - u . a c . j p ／ w w w. h o k u s h o - u . a c . j p

有限責任事業組合（ＬＬＰ）

スポーツ健康科学研究所
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ ｏｆ Ｓｐｏｒｔ ＆ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｃｉｅｎｃｅ
〒739-0046 東広島市鏡山3丁目10-31

広島大学産学・地域連携センター，新産業創出・教育部門（研究開発室1号 内）

Tel：082-421-3743 Fax：082-421-3639

E-mail：kazuwp@hiroshima-u.ac.jp

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kazuwp

研 究 課 題

社会・地域貢献活動

ヒトの
姿勢・歩行
運動のバランス
機能の評価と
トレーニング
プログラムの
開発
対

地域のいきがい・
健康づくり研究と
連携活動

代表

渡 部 和彦

（地方都市および県レベルでのモデル形成）

感性バイオメカニクス
国際交流と
人材育成のための
連携活動

象

災害対応（卒災）
健康・生命維持
能 力 向 上 と
支援製品開発

幼 児
子ども・学童

（アジア地域ネットワーク拠点形成，
アジア・太平洋地域の人材交流）

運動 & スポーツ生理学
体育学・体力科学 etc
子ども・高齢者の
体力・運動機能研究
（姿勢制御・歩行運動，用具・運動プログラムの開発）

スポーツサイエンス
エデュケーション
連携・研究活動
（学校体育，ジュニア選手育成，
スポーツ栄養，食品，国際競技力分析）

高齢者

スポーツ
選 手

こんなことがあればご相談ください
○体力測定・運動能力テストを依頼したい
○災害対応製品の共同開発をしたい
○スポーツ・運動用具の改良を相談したい
○安全なトレーニング方法を学びたい
○メタボ対策などの講演や実技の指導をしてほしい
○スポーツ・健康科学関連の講習会・学習会を開きたい
○スポーツ科学論文の書き方，発表の仕方を指導してほしい

スキーウエア―素材・形状と空力学的効果
（気流糸試験）（株）
ミズノとの共同開発

災害対応（卒災）製品開発）

靴内圧分布の分析
（感性バイオメカニクスの応用）

3次元方向の力の変化

バランス訓練装置の開発（

簡易椅子付き

卒災）製品開発）
リュック（災害対応（

高齢者・病院用 機能
杖（試作中）（災

を目で視る。身体軸と

害対応（卒災）製品開発

）

バランス機能の解説

ケアハウス「みずほ」体力測定風景

市民講座支援

定

健康づくり

指導資格認

ウォーキン

グの指導

