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「スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門」2020 年度部門長あいさつ
部門長 塩野谷 明（長岡技術科学大学）
2020 年度【第 98 期】のスポーツ工学・ヒューマンダイナミク

しかし SHD 部門におきまして

ス部門長の長岡技術科学大学 塩野谷 明です．今年度より新部

は，まだまだ高専の先生，学生か

門長として，2 年間の任期を務めさせて頂きます．これまでの部

らの参加，発表が少ないと考えて

門長と変わらぬ，ご支援，ご指導方，どうぞよろしくお願い申し

おります．SHD 部門における「高

上げます．

専・大学連携委員会」立ち上げが，

これまで本部門
（以下 SHD）
の大きな課題の 1 つでありました，
新設部門から通常の部門への移行につきましては，機械学会新部

ブレークスルーとなるよう努力
していきたいと思います．

門制への移行のなか，S2 のクラス分けの新規分野というカテゴリ

こういった戦略的方策も掲げ

を頂き，通常部門としてお認め頂きました．これもひとえに，諸

ながら，今年度は 6 月に副部門長

先輩そして会員各位のこれまでのご尽力の賜物と感謝申し上げる

の東京工業大学中島求先生を実

次第です．しかし通常の部門とはいえ，これまでの「1.部門登録者

行 委 員 長 に ， The 13th of the International Sports Engineering

（第 1 位から第 5 位）が 1000 名以上となること，2.新規獲得会員

Association (ISEA2020)の開催（東京工業大学）， 9 月には日本機

が 200 名以上となること」という 2 つの課題は，達成に向け継続

械学会 2020 年度年次大会（名古屋大学）における SHD 部門の通

していきたいと考えておりますので，会員の皆さまには一層のご

常部門化を記念しての特別講演，パラリンピック大会関係者によ

指導ご協力を賜りますよう，お願い申し上げます．

る市民フォーラムの開催，
そして 11 月には北都札幌市で SHD2020

その課題達成のためのひとつの方策として，この【第 98 期】は

を開催する予定になっておりました．また，7 月から 9 月にかけ

部門委員会の中に「高専・大学連携委員会」を立ち上げ，高等専

ては SHD 部門の多くの先生も開発プロジェクトに携わる東京オ

門学校の先生から SHD 部門への参加の流れを活性化させようと

リンピック・パラリンピック大会（東京 2020）が開催され，全世

考えております．長岡技術科学大学は，豊橋技術科学大学ととも

界の目が東京そしてスポーツに集まるはずでした．

に，工業高等専門学校（以下，高専）からの編入生が大多数を占

しかし現在日本を，全世界を席捲している新型コロナウイルス

める構成となっており，高専とのパイプの強い大学です．昨今の

（COVID-19）の猛威の前に，ISEA2020 は遠隔会議を余儀なくさ

法人化の流れの中で大学同様，高専も研究活動の益々の活発化が

れ，同時に行われる予定だった「機械の日・機械週間」イベント

求められ，様々な分野で素晴らしい研究が発表されております．

も中止に追い込まれました．そして周知のとおり，東京 2020 は
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2021 年開催に延期されています．このような状況の中，会員の皆

時こそ、芸術やスポーツが人々の心の支えとなります。画面やス

さまにおかれましては健康に十分留意頂きますとともに，今後予

ピーカー越しにも感動は伝わります。会場に行かずとも応援する

定されております，2020 年度年次大会，SHD2020 の遠隔会議シス

手段があるはずです。（中略）みんなで助け合い、創意工夫で困

テム等での行事開催にご協力とご支援をお願い致します．

難を乗り越えましょう。」と述べています．もとより，ヒトやス

ノーベル医学生理学賞受賞者の山中伸弥先生は，新型コロナウ

ポーツを対象に研究を行う SHD 部門は，ヒトやスポーツに関する

イルス（COVID-19）に対し，ご自身の HP（https://www.covid19-

研究・開発をとおして新型コロナウイルスに立ち向かっていきま

yamanaka.com/index.html）を立ち上げています．その中で「困難な

しょう．

【トピック】幻の 100m 競走 9 秒台 ＜1964 年東京オリンピック＞
宇治橋 貞幸（日本文理大学）
陸上競技男子 100m を初めて 9 秒台で走ったのは誰か？

ストップウォッチを止めるので記録が約 0.3 秒良くなることにな

実はこれは意外に簡単な問ではない．何故かというとテクノロ

る．この差は 100m のような短距離では大問題である．そこで，

ジーなど幾つかの事が関わっていて簡単に言えないからである．

計時審判員はピストルの音ではなく火薬から出る煙を目で見てス

現在では当り前になっている陸上競技の電気計時が初めてオリ

トップウォッチを始動させるのである．スタータの横で黒板を掲

ンピックで公式採用されたのは 1964 年の東京オリンピックであ

げているのは，その火薬の白い煙をゴール地点でもはっきりと見

る．トラック競技では着順と記録（計時）がどちらも重要な計測

えるようにするためである．これにより約 0.3 秒の遅延は防ぐこ

となるが，着順は写真や目視で競技が終わってからでも判定可能

とが出来るが，もう一つ問題がある．それは人の反応の遅れによ

である．しかし，計時は失敗したら取り返しがつかないことにな

る遅延である．すなわち人が煙を見てからストップウォッチを始

る．現在でもスタータがピストルを撃ったにも関わらず電気計時

動させるのに訓練された人でも約 0.1 秒遅れてしまうのである．

用の時計が始動せず，審判員がコース内に走り込んで選手を止め

一方，電気計時ではこの遅延がないので，それまでの人による計

るといった「事故」が稀に起こる．当時まだ実績のなかった電気

時に対して約 0.1 秒記録が悪くなってしまう．(注 1)

計時に不安を感じていたことは容易に想像できる．そこで，東京

ここで，最初の命題に戻ることにしよう．

オリンピックでは電気計時と併せて審判員によるストップウォッ

オリンピック東京大会以前の 1960 年頃から既に 10 秒 0 の記録

チの計時もバックアップとして行われた．

が度々出されており，9 秒台突入は時間の問題とされていた．そ

ここで，当時のストップウォッチによる計時ではどのような工

こで，迎えた東京大会の 100m 決勝である．絶好の天候の下，ピ

夫がなされていたか紹介したい．図 1 の写真は，1977 年秋田で行

ストルを撃つのは名スタータとして知られていた佐々木吉蔵（図

われた国体における 100m 競走のスタート風景であるが，スター

2，日本体育大学教授）である．彼はフライイング無しの一発で選

タの横で黒板を掲げている人の存在に注目して欲しい．言うまで

手を出発させるという快挙を成し遂げた．もちろんこの時のピス

も無くスタータはスタート地点にいるが，計時審判員は 100m 離

トルには電気計時用のワイヤが付いているという見慣れないもの

れたゴール地点にいる．
音の伝播速度を毎秒約 330m とするとゴー

であった．図 3 はこの時の電気計時と判定写真である．優勝した

ル地点にいる計時審判員の耳にピストルの音が聞こえるまでに約

ボブ･ヘイズ（Robert Hayes, 米国）の記録は 10 秒 00 を示してい

0.3 秒掛かることになる．すなわち，計時審判員がピストルの音を

る．この時は，計測は 100 分の 1 秒であるにも拘らず四捨五入し

聞いてストップウォッチを始動されると，ゴールでは目視により

図２ 男子 100m 決勝のピストルを撃つ佐々木吉蔵スタータ
図 1 手動計時によるスタート風景（1977 年秋田県国体）
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表１ 手動計時による結果（男子 100m 決勝、東京オリンピック 1964）

着順

選手名

計時1

計時2

計時3

判定

電気計時 公式記録

1

R. Hayes (USA)

9秒90

9秒94

9秒95

9秒9

10秒00

10秒0

2

E. Figuerola (CUB)

10秒12

10秒13

10秒15

10秒1

10秒19

10秒2

3

H. Jerome (CAN)

10秒06

10秒12

10秒14

10秒1

10秒21

10秒2

図 4 男子 100ｍ決勝における選手の反応時間
（世界陸上ロンドン大会 2017 年）
＜例：5 レーン（Christian Coleman, USA）0.123 秒＞

図 3 男子 100ｍ決勝の写真判定
（東京オリンピック 1964）

であるが，メキシコ大会から実に 15 年の歳月を要した．しかし，
この記録はハインズの記録を僅かながら越えられなかったので，
世界記録とはならなかった．これらの経緯を考えると誰が人類初
の 9 秒台を樹立したかについて簡単に言えないことが分かると思

て 10 秒 0（オリンピック新記録）が公式記録として発表された．

う．しかし，時計を初めて 10 秒 0 の手前で止めたのは東京大会の

（注 2）一方，同時に計測されたストップウォッチによる結果は，

ヘイズだった．ガンマンを自称していた佐々木吉蔵氏は，100m 決

表 1 のとおりであり，同様に 100 分の 1 の桁が四捨五入された．

勝の前に選手の要望に応えてスタート練習に出向きピストルを

正確に言うと，計測は一人の選手に対して 3 名の計時審判員によ

撃った．後に自身の著書でヘイズについて「彼はピストルの音を

り行われるが，規則により中間の計時 2 が採用され，判定結果は

聞いてからスタートしている」と感嘆の言葉を残している．当り

100 分の 1 の桁が四捨五入された．その結果，ストップウォッチ

前に聞こえるかもしれないが，一回のフライイングは許されてい

によるヘイズの記録は 9 秒 9 となり，電気計時との差は 0.1 秒で

た当時はスタータの癖を把握して予測スタートをすることが多

あった．もし，東京大会で電気計時が採用されていなかったら，

かったのである．それを防ぐためにスタータは「用意」
（現在は英

ヘイズが人類初の 9 秒台の金字塔を打ち立てた選手となっていた

語の「セット」
）の号令で選手が腰を上げて静止したのを見てから

のである．以後，国際大会では電気計時が採用されることとなり，

ピストルを撃つのが良いと言われ，用意の号令から 1.8 秒が理想

人類初の 9 秒台は次のオリンピックまでお預けとなった．ジム･ハ

とされていた．現在では，フライイングは一回たりとも許されな

インズ（James Hines, 米国）は 1968 年メキシコ大会の決勝で電気

いので，選手もスタータも極度の緊張の瞬間である．2016 年のリ

計時の 9 秒 95 を打ち立てた．しかし，彼の名前は一般には殆ど知

オデジャネイロ大会などを見ているとスタータはフライイングを

られておらず，気の毒な選手である．会場のメキシコ･シティは標

恐れるあまりピストルを早めに撃っているように感じられる．国

高 2240m の高地であり，空気抵抗が小さいので，低地で 9 秒台が

際大会では，ロードセルが装着されたスターティング･ブロックが

出されないと真の価値がないとも言われた．真偽のほどは定かで

使われており，ピストルが撃たれてから 0.1 秒以内に反力が検出

はないが，競技関係者の間ではそのように評価された．(注 3) そ

されるとフライイングと判定される．(注 4) この判定は瞬時に行

れを裏付けるかのように，その後 9 秒台はなかなか出現しなかっ

われ直ちに選手を止めなければならず，それにより当該選手を失

た．文句の付けようのない正真正銘の 9 秒台は 1983 年にカール･

格にするので，高度なアルゴリズムでありかつ信頼性が高くなけ

ルイス（Carlton Lewis, 米国）によって低地で樹立された 9 秒 97

ればならない．図 4 は，2017 年世界陸上ロンドン大会の男子 100m
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決勝の反応時間を示したものである．この大会では，常勝のウサ

信先生から貴重な資料を提供頂いた．ここに深く感謝の意を表す

イン･ボルト（Usain Bolt, ジャマイカ）がジャスティン･ガトリン

る．

（Justin Gatlin, 米国）に敗れて 3 着となり，現役引退のきっかけ
となった．どの選手も反応までの時間が 0.1 秒以上を要している

(注 1) 電気計時導入初期は，この差を補償するために電気計時用

が，大半が 0.15 秒以内で「ピストルの音を聞いて」から反応して

時計の始動を 100 分の 5 秒遅らせる処置を採っていたが，

いながら素早いアクションであることが判り流石一流選手である．

現在は行われていない．

この計測結果がフライイング判定の根拠となっている．
現在 100m の世界記録は，手動計時によるものと電気計時によ
るものが区別されているが，残念ながら東京オリンピック大会に

(注 2) この場合の四捨五入には違和感を覚えるが，現在では 1000
分の 1 秒の計測で公式記録はこの桁を切り上げて 100 分の
1 秒表示が公式記録となっている．

おけるヘイズの手動計時 9 秒 9 は世界記録としては残されておら

(注 3) 1968 年メキシコ大会より土の走路に代わりポリウレタン走

ず，幻の記録となった．その後，9 秒台をマークする選手は続出し

路が採用され，短距離種目を中心に数多くの世界新記録が

今では総計 150 名に達している．今の世界記録はウサイン･ボルト

出され，魔法の絨毯とも言われた．このプラスチック走路

が 2009 年（世界陸上ベルリン大会）に打ち立てた 9 秒 58 である

が 9 秒台の実現に寄与したと考えられる．一説には 2%の

が，ここまで来ると計時方法や走路素材などの影響は霞んでしま

効果があるとも言われている．

う驚異の記録である．図 4 からも判るようにボルトはスタートを
苦手としていたので，まだ記録更新の可能性を残していた．
男子 100ｍ競走は人間の走力の限界を追求する極めて人気の種

(注 4) さまざまな調査研究の結果，視覚や聴覚による刺激によっ
て人間がアクションを起こすまでの反応時間は 0.1 秒以上
掛かるということが明らかになっている．

目であるが，記録は走路素材やシューズなどを含めた様々なテク
ノロジーや競技規則の影響も受けてきた．これもまた興味を呼び
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【トピック】体操競技の運動解析
西脇 一宇（立命館大学名誉教授，洛翔体操会）
スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門の研究会として体
操競技の実験計測による運動と力学の解析を，視点を変えつつこ
れまでに７年間近く活動を続けてきた．活動の母体となったのは
京都大学体操部ＯＢ会組織である洛翔体操会の中に設けられた
体操研究会で，その始まりから 40 年余りになる．
多面的な研究会活動の中から，体操部員であった杉田洋氏（現
在，大阪大学教授）が取り組んだ鉄棒運動の力学シミュレーショ
ンについて成果を紹介する．図 1 は三次元モデルによる伸身１回
宙返り１回ひねり降りを示す．身体長軸に対して非対称な姿勢を
とることによって，ひねりが行われるのが明確にわかる．
2011 年頃に体操研究会メンバーのつながりで東京大学中村研
究室との連携活動が生まれ，モーションキャプチャによるあん馬
運動の解析が始まった．対象としてあん馬の基本的な技である両
足旋回（以下単に“旋回”と記す）に着目した．その理由は，あ
ん馬以外の種目は，誰が指導してもほぼ似たような指導方法にな
るのであるが，あん馬だけは，指導者により指導方法が異なると
いわれる点にある．これは旋回運動が運動力学的にまだ不明な点
があることに基づく．この時期に岡山県立大学の制御・ロボット

図１ 鉄棒運動のシミュレーション例，伸身１回宙返り１回ひ

工学を専門とする山崎大河先生にも研究会に加わって頂き力学

ねり降り/ 杉田洋，
“質点モデルによる体操競技のコンピュータシ

的な解析も進めている．

ミュレーション，
”日本機械学会 2003 スポーツ工学シンポジウム
にて発表のソフトウェア Gymnast の実行結果より抜粋
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モーションキャプチャによるあん馬運動の解析からこれまで

た結果，図 3 に示す知見を得た．図の x 軸はあん馬中心を原点と

に得られた知見の要点を述べる．図 2(a)はあん馬上方からみた身

して長手方向の座標に投影したつま先位置を示し，y 軸は [左腰

体の動きであり，正面に向いて支持した位置（P1）からつま先が

骨の高さ]―[右腰骨の高さ]であり，つま先の回転と腰回りの回転

水平方向に右回転する経過を 45 度毎に示す．図 2(b)は(a)の動き

の関係を示す．この図形はこれら二つの回転の位相関係を示すも

に対応して，身体の長軸周りに回転する経過を頭の方向から見た

のであり，いわゆるリサージュ図形である．図 3 のＢ直線はつま

図で，回転は左回りとなる．

先回転角と腰の回転角が同期した場合を x-y の関係として示す．
同図の A 曲線は実験結果そのものではないが，模擬的に一例とし
て示す．Ｂ直線の傾斜に比べて，A 曲線の左上がりの矢印の経路
（P4→p1→p2）の傾斜絶対値は概して大きく，右下がりの矢印の
経路（P2→p3→p4）の傾斜絶対値は概して小さい．言い換えれば

P1

P2

P3

P4

P1

に P2 前後および P4 前後において，それぞれ早い回転速度から遅

(a) つま先の回転
Q1

Q2

Q3

前者の身体長軸回りの回転速度は後者のそれより速い．そのため
い回転速度へ，およびその逆に急速な回転速度の変化を伴う．す

Q4

Q1

なわち，身体長軸回りの回転がつま先の回転と同期が取れていな
いためであり，滑らかでない運動の表れである．種々のタイプの
体操選手を解析した結果，身体長軸周りに連続的に回転すること

(b) 身体長軸周りの回転
図 2 旋回運動

を訓練した選手は B に近い結果を示し，そうでない選手はＡのよ
うなふくらみを持つリサージュを描くことがわかった．この解析
方法により，図でわかりやすく評価ができる．

旋回の実施形態には長年の間に技術の変遷が見られる．半世紀
ほど前に，あん馬の神様と言われたマジャール選手が活躍した時
代では腰をくの字に折ってやや窮屈に見える姿勢で旋回を実施
していた．その後次第に身体をまっすぐに伸ばした姿勢で雄大な
動きの旋回に近づいている．それでもつま先の旋回運動と同時に
起こる身体長軸周りの（腰の）回転運動との連携が必ずしも良く
はなく滑らかさに欠ける場合が多い．とくに図 2 の P2 および P4
の局面の前後，すなわち身体が馬端を越えるときにこの傾向が起
こりやすい．この問題点に着目して研究会メンバーでもある山脇
恭二岐阜大学教授（1984 ロサンゼルス五輪団体銅メダル，吊り輪
ヤマワキの新技）が，身体をまっすぐに伸ばして旋回するととも
に身体長軸周りに肩，腰およびつま先を一体として連続的に回転

図３ リサージュ図形

する旋回技術を提唱した．図 2(b)の身体長軸周りの回転角(Q1 で
0 度)は(a)のつま先回転角(P1 で 0 度)と絶対値において各局面で同
じである．すなわち完全に同期がとれており，山脇教授の提案す
る旋回技術が理想的に成り立った場合を表す．
モーションキャプチャによる身体各部の運動を計測し解析し

我々の次の目標としては，この評価手法を現場のトレーニング
に落とし込み，リアルタイムでこのような図形を描画し，選手，
コーチにフィードバックできるシステムを開発すること，および
旋回の運動力学機構を明らかにすることである．

【海外滞在記】グローバルリーダー養成のための留学プラン 報告書
学
和賀 猛（長岡技術科学大学）
私は海外の文化に触れ，将来のビジョンにグローバルな視点

過ごしやすい街でした．

を持ちたいと考え，実践的な英語力を身に付けるためにオース

大学では車の振動について研究する Mohammad Fard 先生の

トラリアの RMIT 大学へ学校のプログラムを利用し留学に行き

下で学びを深め，自動車運転中の居眠り防止システムをマイコ

ました．RMIT 大学はメルボルンという都市に位置し，毎年世

ンで開発いたしました．内容は運転中の人の心拍変動から自律

界の住みやすいランキングで上位に入るほど，外国籍の方でも

神経の働きを算出して眠気の指標とし，眠気を検知したらイン
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ソール型に設計した振動モジュールを起動させるというもので
した．さらに，大学での生活は快適なもので，リフレッシュルー
ムには無料の牛乳やコーヒーがおいてあるなど設備が整ってお
り，勉学に集中しやすい環境でした．
学外の活動では外国の言語を学びたい現地の方と英語を学び
たい外国籍の方が参加する言語交流会に積極的に参加し，英会
話能力を高めました．英語を使う機会が増えた結果，様々な国
の方とコミュニケーションを取れるようになり，それぞれの地
域の文化やパーソナリティを知ることができました．
休日は現地の学生とサッカーの大会に参加するなどし，交流
を深めました．特に，学生の話を聞くと，アルバイトの賃金が
日本の約 2 倍程度あり，有意義に生活している印象を受けまし
た．
2 か月過ごした所感として，日本とは違い年齢にとらわれる
文化がなく，何歳になっても勉学や転職にトライする印象を受
けました．それらのことを通して，私もリスクを恐れず新しい
ことに挑戦するバイタリティを身に付けることができたと感じ
ております．最後にこのような機会を与えてくださった学校関
係者や現地の方々に感謝いたします．

【開催報告】シン ポジ ウム：スポーツ工 学・ ヒューマンダイナ ミク ス2019
瀬尾 和哉（SHD2019実 行委員長 山形大 学）
2019 年，10 月 25 日（金）から 27 日（日）にかけて，福岡工業

ました．同時期に開催されていたラグビーW 杯における日本代表

大学において SHD2019 を開催しました．参加者は 222 名，特別講

の予想外の快進撃で「にわか」という流行語が注目されました．

演が 2 件，一般講演が 105 件，機器展示は 15 社でした．参加者

なんの偶然か，さかのぼること数年前，2011～2013 にかけて行わ

の皆様，ありがとうございました．

れた河村教授のプロジェクトも「にわか」でした．天然（星）の

今回の開催にあたり，意識したことは，普通にやる，です．福
岡工業大学の楢﨑兼司先生にアレンジをお願いしましたが，彼は

光ではなく，人工の光を地球に届ける，という意気に河村教授の
バイタリィティやパワーを感じました．

これまで SHD に参加されたことが無く，福岡開催を受諾して頂い
ただけで十分，まずは事故なく確実に開催することを意識しまし
た．若い発表者も増えつつあり，悪くない現状と認識しています．

河村良行教授（福岡工大）の特別講演
2 日目は朝 9 時から講演を開始しました．
3 部屋のパラレルで，
48 講演（全講演の 4 割）を 2 日目に行いました．お昼には，ラン
SHD2019 の会場：FIT ホール

チョンセミナを開催し，展示企業の方々にプレゼンをして頂きま
した．夕方は，ジョージア工科大の篠原稔准教授の特別講演：

初日は午後から講演を開始しました．夕方，福岡工大の河村良

Human

Sensorimotor

Augmentation

and

Adaptation

for

行教授の特別講演：宇宙から人工の光を地上に送る－超小型人工

Engineers and Scientists でした．楢﨑実行委員長の米国留学時

衛星「にわか」の開発・打ち上げ・運用・観測の記録－，を行い

代の友人です．夕方には，懇親会を福岡工大学食の OASIS で行い
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ました．OASIS は大学学食ランキングで 1 位になったことがある
らしく，質も量も十分でした．

表彰者と浅井武部門長
楢﨑兼司現地実行委員長（左）と

最後に，実行委員の皆様に感謝申し上げます．

篠原稔准教授（ジョージア工科大）
現地実行委員長：楢﨑兼司・福岡工業大学
最終日は，夕方前に講演を終了しました．閉会式に先立って，

委員：太田 憲・アキュイティー(株)，木野 仁・福岡工業大学，

表彰式が行われました．昨年度の SHD2018 からオーディエンス表

近藤亜希子・(株)テック技販，酒井 忍・公立小松大学，

彰の竹井裕介氏（産総研）
，若手フェロー賞の髙橋由希氏（工学院

澤田泰輔・(株)スポーツセンシング，下戸 健・福岡工業

大）
，小林祐貴氏（工学院大,代理で田中克昌先生が受領）が賞状

大学，園部元康・高知工科大学，田中克昌・工学院大学，

を受け取られました．おめでとうございました．

南後 淳・山形大学，樋口貴俊，福岡工業大学，廣瀬 圭・

今年度の SHD2020 は，11 月に札幌コンベンションセンタで開催
される予定でした．しかし，新型コロナウィルス対策で，オンラ

(株)テック技販，山本敬三・北翔大学，李 知炯・福岡工
業大学．

イン開催に変更されました．オンサイト開催は 2021 年（の予定）
です．皆様のご健勝をお祈りします．

【学生参加記】シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス2019に参加して
学
荻野 陽平（筑波大学）
私は昨年度に引き続き，SHD には 2 度目の参加でした．今回

技術を紹介していたりと，有意義な時間を過ごせました．

私は，
【繊維，ウェア】のセッションで「有限要素法を用いたス

私のような学生にとって，SHD は非常に刺激とモチベーショ

ポーツウェアが人体に及ぼす膝関節トルクの評価」と題して講

ンを与えてくれるシンポジウムです．スポーツの発展だけでな

演いたしました．私の専攻分野とは異なる視点を持つ先生方，

く，学生のためにも，SHD がこれからますます盛況を博してい

また実際に日々製品を製造・改良されているスポーツメーカー

くことを願っています．

の方々から多くのご意見やご質問を頂きました．そのような
方々と意見を交わすことに喜びを覚えると共に，多角的に研究
や物事を考えることができるようになり，非常に収穫の多い討
論となりました．
また，開催期間中は様々なセッションに出席いたしました．
私自身の研究に関連の深いセッションでは，私自身の研究への
アイデアをたくさん得られました．その他のセッションでは，
私の専門外の講演も興味深く聞くことができ，スポーツとテク
ノロジーとの融合の重要性を再確認できました．
セッションに出席している時間以外にも，普段接点の少ない
他大学の先生や学生と交流があったり，数多くの企業が機器や

発表風景
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【開催報告】JSME2019年度年次大会市民フォーラム「スポーツを楽しもう」
瀬尾 和哉（山形大学）
日本機械学会年会 2019 が 2019 年秋に秋田大学手形キャンパス
を会場として開催されました．その初日である 9 月 8 日（日）
，
同キャンパスにおいて，市民フォーラム：
「スポーツを楽しもう」
を開催しました．
タイトルと講演者名は以下の通りです．講演頂いた重鎮の先生
方，どうもありがとうございました．参加者は 7 名でしたが，市
民向けに話を組立て下さり，内容は大変面白かったです．塩野谷
先生はマグネシウム製車いすテニス車を持参してくださいまし
た．
➣「サッカーフリーキックの秘密」

浅井 武（筑波大学）

➣「開発研究を通じたパラリンピック もうひとつの楽しみ方」
塩野谷 明（長岡技術科学大学）
➣「理屈がわかれば速くなる？ ～水泳の力学」
中島 求（東京工業大学）

【開催報告】「機械の日・機械週間」関連行事「心身のしなやかさを極める －感性工学的視点から－」
加藤 千恵子（東洋大学）
2019 年 8 月 18 日，機械の日関連行事として「心身のしなやか

ション，感性など心理的側面との関わりに焦点を当てました．身

さを極める －感性工学的視点から－」が開催されました．本行

体動作の計測・解析と，心理測定・評価の手法を組み合わせてヨー

事では，心理学や生理学，ヨーガ療法，舞踊など，様々な分野で

ガの心理的効果を検証するなど，学際研究の成果報告を行い，活

活躍される専門家の方々に，
「心身のしなやかさ」をテーマとした

発な議論へとつなげました．ダンスやヨーガなど，身近な事象を

ご講演をいただきました．心身相関の視点に立ち，心と身体の両

科学的視点からとらえ，身体を動かしながらその効果を体感して

面において「しなやかさ」を保つために，身体活動や身体表現は

もらうことで，健康維持・増進につながる実践的な知見もあわせ

どのように活かされるのでしょうか．感性工学を中心とした科学

てご紹介できたと思います．

的アプローチにより，このような疑問に答えていくことが，本行
事のテーマとなりました．
今回，講演者として黒田珠代先生（ダンサー/ダンスインストラ

身体活動や表現は，様々な心理・生理的効果をもたらすととも
に，言語に代わる非言語的なコミュニケーション手段としても用
いられます．今回の行事では，講演やパフォーマンスを通じて，

クター/振付師）
，
「コントーション（身体の柔らかさを極めるサー

講演者・参加者の方々が身体感覚を共有し，円滑なコミュニケー

カス芸）
」の専門家であるもーこ先生（コントーションスタジオ・

ションが図られました．身体的な「しなやかさ」が如何にして心

ノガラ主催）にご登壇いただき，お二人にパフォーマンスをご披

理・社会的側面に影響を及ぼすのか，また，それらをどのように

露いただく機会も得られました．ダンスやコントーションに関す

測定・評価することができるのか，新たな示唆をもたらす行事と

るご講演とともに，一流のパフォーマンスの鑑賞を通じて，参加

なりました．

者の皆様に「身体のしなやかさ」の極致を体験してもらうことが
できたのではないでしょうか．また，臨床心理士／ヨーガセラピ
ストの資格をもち心理学研究に従事する加藤千恵子（東洋大学総
合情報学部教授）と，人間の感性を科学的に研究する「感性工学」
研究に従事される菅原徹先生（スマイルサイエンス学会代表／感
性価値プロデューサー）の講演では，身体活動・表現とリラクゼー
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【開催報告】「機械の日・機械週間」関連行事「センシング技術による野球計測体験会」
廣瀬 圭（株式会社テック技販）
，矢内 利政（早稲田大学）
，鳴尾 丈司（ミズノ株式会社）
日本機械学会「機械の日・機械週間」関連行事として，
「センシ
ング技術による野球計測体験会」を野球に使用されるセンシング
技術を講演だけでなく計測体験が可能な教室として 2019 年 8 月
31 日に開催しました．開会式では，浅井部門長，瀬尾企画委員長
の挨拶が行われ，講演では，
「運動計測のためのセンシング技術」
（講演者：廣瀬圭（テック技販）
）
，野球における「野球のバイオ
メカニクス」
（講演者：矢内利政（早稲田大学）
）
，
「野球で活用さ

受付

開会式

れるセンシング技術」
（講演者：鳴尾丈司（ミズノ）を行い，野球
に関する専門的な内容や野球に用いられているセンシングデバ
イスについて専門家・開発者から直接学べる機会となりました．
講演後は体育館に移動し，野球計測体験会として「高速度カメ
ラを用いたリリース動作分析」
，
「スイングトレーサーを用いた投
球肘ストレス計測」，「スイングトレーサーを用いたスイング分
析」
，
「MA-Q を用いた投球分析」
，
「Mikuha を用いた心拍分析」
，
「フォースプレートを用いた地面反力計測」の計 7 種類の計測体
験を実施しました． いずれも実際に野球指導において使用され

講演

講演

（野球のバイオメカニクス）
（野球で活用されるセンシング技術）

ている機器や新型のセンシングシステムを用いた体験であり，参
加者はすべての計測体験を行うことができる体制としましたの
で，すべての計測体験をしている参加者も多く見られました．即
時フィードバックが可能な計測体験においては，その体験後に
データ結果および見方の説明を行い，理解を深めてもらいました．
最後に，閉会式にて小池幹事によるご挨拶が行われ，盛況のうち
に終了しました．

計測体験会の様子（投球分析）

参加者は，一般の方だけでなく，大学院生や大学教員も多く参
加されており，体験会中は質疑応答も含め，今後の研究に役立つ
貴重なご意見もたくさん頂くことができました．
今後のセンシング技術の発展によって，より手軽かつ詳細にス
キル向上につなげるための情報を得られるシステムが期待でき
ることを実感できる体験教室になりました．最後に，本体験教室

計測体験会の様子（地面反力計測・スイング分析）

の開催にご協力いただいた皆様に御礼申し上げます．

【開催案内】第13回スポーツ工学国際会議（ISEA 2020）
The 13th Conference on the Engineering of Sport
中島 求（実行委員長 東京工業大学）
開催日：2020 年 6 月 23 日(火)～27 日(土)（日本時間）

実行委員：中島求（東工大，実行委員長）
，丸山剛生（東工大，副

開催形式：オンライン

実行委員長）
，宮崎祐介（東工大，幹事）
，武田行生（東工

主 催：ISEA 2020 実行委員会（共催：日本機械学会 スポーツ

大）
，岡田昌史（東工大）
，瀬尾和哉（山形大）
，浅井武（筑

工学・ヒューマンダイナミクス(SHD)部門）

波大）
，小池関也（筑波大）
，仰木裕嗣（慶應大）
，大島成

ウェブサイト：http://www.isea2020.org/

通（名城大）
，塩野谷明（長岡技科大）
，廣瀬圭（テック技

参加登録費：無料

販）
，宇治橋貞幸（アドバイザリーボード，日本文理大）
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ISEA（International Sports Engineering Association，国際スポー
ツ連合）の 2 年に一回の国際会議が，SHD の共催により，いよい

のひとときを国際会議で過ごしていただき，有意義な一日のス
タートを切られてはいかがでしょうか．
会議用システムには，最近非常に一般的になりつつある Zoom

よ開催されます．会場は東京工業大学を予定しておりましたが，
新型コロナウイルス感染拡大により，残念ながら現地開催を断念

を使用する予定です．参加者が単に発表を一方向的に聴講するだ

し，完全オンライン形式に切り替えることとなりました．しかし

けでなく，個別チャットにより，発表者に発表後に質問したり，

オンライン開催という特色を最大限に生かして，これまでに無い

より突っ込んで会話をするための個別ミーティングルームを設

エクスペリエンスを参加者に提供したいと，実行委員一同，気持

けるなどの，研究者間の相互コミュニケーションを活発にする仕

ちを完全に切り替えて張り切って準備を進めております．

掛けも準備中です．

まず特筆すべきこととして，参加登録費を無料にいたしました．

連日のセッション冒頭には，さまざまな招待講演も準備してお

オンラインということで当然のことながら旅費もかかりません

ります．
筋骨格解析の大家の John Rasmussen 教授
（オールボー大）
，

ので，真の意味で完全に無料で参加できます．大学の研究室所属

近年 ISEA フェローになられた瀬尾和哉教授（山形大）および

の学生の方でも大変気軽にご参加いただけます．

Lloyd Smith 教授（ワシントン州立大）
，企業からは，体操の自動

また開催時間についても，世界中の研究者がなるべく多く参加
できるようにということで，世界標準時で夜の 8 時から 11 時ま

採点システムの本田崇氏（富士通研究所）
，さまざまなスポーツ用
具開発に携わってこられた鳴尾丈司氏（ミズノ）です．

でとなっており，日本時間では早朝の 5 時から 8 時までとなって

会議立案時に想定していた形とは全く異なった形態となりま

います．国内会議ではありえない時間帯ですが，逆に，日中の通

したが，このようなときだからこそ，研究者間の密接な情報交換

常業務を妨げることがないかと思います．また現在，多くの方が

が非常に重要なものとなると思います．皆様のご参加をお待ちし

テレワークとなっておりますので，ぜひご自宅から，朝食前の朝

ております．

【開催案内】日本機械学会 シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス 2020
塩野谷 明（SHD2020 実行委員長 長岡技術科学大学）
開催日：2020 年 11 月 13 日（金）〜15 日（日）

実行委員長：塩野谷明（長岡技術科学大学・SHD 部門長）

会 場：オンライン

副実行委員長：中島求（東京工業大学・SHD 副部門長）

企 画：
（一社）日本機械学会 スポーツ工学・ヒューマンダイナ

幹

ミクス（SHD）部門

事：廣瀬圭（(株) テック技販・SHD 部門幹事）

実行委員：仰木裕嗣（慶應義塾大学）
，瀬尾和哉（山形大学）
，小

協 賛：日本スポーツ産業学会，計測自動制御学会，日本体育学

池関也（筑波大学）
，酒井忍（公立小松大学）
，南後淳（山

会，日本ゴルフ学会，日本バイオメカニクス学会，日本

形大学）
，松田明博（筑波大学）
，中島賢治（佐世保高専）
，

人間工学会，日本臨床バイオメカニクス学会，バイオメ

山本敬三（北翔大学）
，園部元康（高知工科大学）
，近藤亜

カニズム学会，自動車技術会，日本生体医工学会，日本

希子（(株)テック技販）
，永森正仁（長岡技術科学大学）

感性工学会，国際スポーツ工学会
テーマ： スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門では，ス
ポーツ･レジャーを中心とした余暇活動および日常生活
を安全･快適で豊かにすることを目的とし，これを実現
するための人間のダイナミクスを活用した工学研究を
推進する研究報告を募集いたします．
SHD2020 は，札幌市での開催を予定しておりましたが，新型コ
ロナウイルス感染防止の観点からオンライン開催といたします．
本部門では，ヒトを中心とした研究が行われております．よって，
参加者の安全と安心を第一に考えました．何卒，ご理解とご協力，
あわせてオンライン会議へのご参加をお願い申し上げます．
なお，札幌市でのシンポジウムの開催は 1 年延期し，SHD2021
として開催する予定です．
URL： https://www.jsme.or.jp/conference/shdconf20/index.html
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【開催案内】日本機械学会年次大会 2020
「スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門」関連セッション・行事
湯川 治敏（愛知大学）
開催日：2020 年 9 月 13 日（日）〜16 日（水）

■J235 感性・癒し工学 ：加藤 千恵子（東洋大）
，近藤 亜希

会 場：オンライン

子（テック技販）
，永森 正仁（長岡技科大）
，塩野谷 明

主 催：
（一社）日本機械学会

（長岡技科大）

大会キャッチフレーズ：
「人・モノ・未来をつなぐ機械工学」
大会テーマ：
「Society 5.0 を支えるイノベーション」
，
「人・生
物・機械の持続的調和社会の実現」
，
「超少子高齢社会を
豊かにする次世代技術」
○関連セッション名およびオーガナイザー
■S231 スポーツ・生体計測 ：塩野谷 明（長岡技術科学大学）
，
廣瀬 圭（テック技販）
■J231 スポーツ工学 ：小池 関也（筑波大学）
，酒井 忍（公
立小松大学）
■J232 ヒューマン・ダイナミクス ：廣瀬 圭（テック技販）
，
丸山 剛生（東京工業大学）
■J233 スポーツ流体：宮嵜 武（電気通信大）
，伊藤 慎一郎（工
学院大）
，中島 求（東工大）
，瀬尾 和哉（山形大）
■J234 スポーツ材料 ：村上 秀之（物質・材料研究機構）
，松
田 昭博（筑波大）
，宮下 幸雄（長岡技科大）
，塩野谷

■J022 傷害メカニズムと予防 ：宮崎 祐介（東京工業大学）
，
西本 哲也（日本大学），山本 創太（芝浦工業大学）
，
中楯 浩康（信州大学）
，田村 篤敬（鳥取大学）
■J181 交通・物流機械の自動運転

：高田 博（東京理科大

学）
，中野 公彦（東京大学）
，西村 秀和（慶應義塾大
学）
，高田 一（横浜国立大学）
，綿貫 啓一（埼玉大学）
○基調講演 9 月 14 日（月）
総合テーマ名：スポーツ工学&ヒューマンダイナミクス部門化
記念講演
■「スポーツ工学の誕生と果たすべき役割」
（宇治橋貞幸氏・日本文理大学，東京工業大学名誉教授）
■「CFRP 製アスリート用義足板バネの開発」
（宮田美文氏・ミズノ株式会社 研究開発部）
■「競技用スポーツシューズ設計の最前線」
（仲谷政剛氏・株式会社アシックススポーツ工学研究所）

明（長岡技科大）

スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門（SHD）の活動内容・研究会について
SHD 部門ホームページ(http://www.jsme.or.jp/shd/)を御覧く

スポーツ工学，ヒューマンダイナミクス関連テーマで，研究会を

ださい．トップページから「活動内容」タブをクリックしていた

組織して研究を進める計画がある方は応募をご検討ください．採

だくと，活動内容の詳細をご確認いただけます．

択されれば，研究会の運営に対して費用が補助されます．上記

SHD 部門では，部門所属の研究会のご提案を募集しております．

ページから募集要項・設置申請書類をご確認ください．

スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門（SHD）への登録をお願いします
日本機械学会は 1988 年より部門制に移行して，現在は 22 の部門があります．SHD はその中でも一番若い部門です．冒頭の部門長挨
拶でも書かせて頂きましたが，これまで本部門の大きな課題の 1 つでありました，新設部門から通常の部門への移行につきましては，
機械学会新部門制への移行のなか，S2 のクラス分けの新規分野というカテゴリを頂き，通常部門としてお認め頂きました．しかし通常
の部門とはいえ，これまでの「1.部門登録者（第 1 位から第 5 位）が 1000 名以上となること，2.新規獲得会員が 200 名以上となること」
という 2 つの課題は，達成に向け継続していきたいと考えております．また部門の登録は 5 つまで認められておりますが，1～3 位の登
録者数が非常に重要となりますので，当部門にご興味をお持ちの方には是非とも 1～3 位に登録をお願いいたします．
なお，部門の登録には手続きが必要です．日本機械学会のホームページ(http://www.jsme.or.jp/)の「会員専用ページ」から「会員情報
管理」に進み，
「部門登録」タブをクリックすると，部門登録を確認・修正することができます．
お手数をお掛けしますが，何卒よろしくお願いいたします．
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一般社団法人 日本機械学会 スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門 98 期（令和 2 年度）運営委員
部門長 塩野谷 明(長岡技術科学大学)
副部門長 中島 求(東京工業大学)
幹事 廣瀬 圭(株式会社テック技販)
総務委員長 仰木 裕嗣(慶應義塾大学)
企画委員長 瀬尾 和哉(山形大学)
表彰委員長 小池 関也(筑波大学)
広報委員長 酒井 忍(公立小松大学)
出版・編集委員長 南後 淳(山形大学)
国際交流委員長 松田 昭博(筑波大学)
研究・技術委員長 中島 求(東京工業大学)
高専・大学連携委員長
中島 賢治(佐世保工業高等専門学校)

運営委員
相原 伸平(国立スポーツ科学センター)
浅井 武(筑波大学)
大島 成通(名城大学)
大貫 正秀(住友ゴム工業株式会社)
岡田 昌史(東京工業大学)
加藤 千恵子(東洋大学)
河村 隆(信州大学)
近藤 亜希子(株式会社テック技販)
園部 元康(高知工科大学)
武田 行生(東京工業大学)
仲谷 政剛(株式会社アシックス)

鳴尾 丈司(ミズノ株式会社)
西本 哲也(日本大学)
丸山 剛生(東京工業大学)
溝口 正人(富山県工業技術センター)
宮崎 祐介(東京工業大学)
村上 秀之(物質・材料研究機構)
矢内 利政(早稲田大学)
山本 敬三(北翔大学)
湯川 治敏(愛知大学)
顧問 宇治橋 貞幸(日本文理大学)
伊藤 慎一郎(工学院大学)
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