ON THE SPOT
現場から
●バイオメカニクス

が観察できる。このことから腱組織

差が大きいことをまとめた。田内氏

ヒトの動きのしくみを
探る

が伸張しているという結論を導いた

は上肢の投動作におけるパワー発揮

り、MRI 法を用いて、主動筋の中で

が下肢の反動動作のメカニズムとか

も筋線維の活動状態が異なっている

なり異なることを報告し、Hay 氏は

第19回日本バイオメカニクス学

ことを可視化できた例を紹介した。

左右のバランスの差が垂直跳びのパ

会大会が去る 9 月13〜15日の 3 日

さらにこれと関連して久保啓太郎氏

フォーマンスにどのような影響があ

間、早稲田大学スポーツ科学学術院

（東京大学）が「ヒト生体における

（埼玉県所沢市）にて開催された。

腱組織の適応と機能」と題してラン

2 日目に行われた「動作分析を現

今回のテーマは「ヒトの動きのしく

チョンセミナーを行い、福永氏の指

場に活かす」と題したシンポジウム

みを探る」。バイオメカニクス研究

導のもとで行ったさまざまな研究成

は阿江通良氏（筑波大学）が司会を、

の立場から人間の動作をいかに捉え、

果を紹介した。

加藤謙一氏（宇都宮大学）、高松潤

るかについての研究を発表した。

考えていくかについて掘り下げるも

特別講演では P. V. Komi 氏（フィ

のとなった。そのなかから、いくつ

ンランド Jyvaskyla 大学Neuromus-

湯海鵬氏（愛知県立大学）の 3 氏が

か取り上げて紹介したい。

cular Research Center）が、ストレッ

演者を務めた。それぞれ教育、スポ

チ−ショートニングサイクル（SSC）

ーツ、健康と異なる 3 つの分野での

永哲夫氏（早稲田大学）が「生体内

について過去、現在、未来をまとめ

活用事例を報告した。

部の画像化に関する最新情報 ――バ

た。今後の課題として「SSCの力発

イオメカニクス領域における超音波

揮のメカニズム、SSCにおける疲労、

離走の指導に動作分析を活かす実例

法、MRI 法の利用方法」と題して行

加齢との関連について研究を深める

が報告された。スタート時の「構え」、

った。実際の筋活動をリアルタイム

必要がある」と述べた。

スイング脚・始動脚それぞれの動作

教育講演は今大会会長を務める福

二氏（国立スポーツ科学センター）、

まず加藤氏からは、小学生の短距

で画像化していく技術をバイオメカ

シンポジウム 1 では、反動動作の

を細かく分析し、これらをもとにし

ニクス的研究に導入し、たとえば筋

パワーアップメカニズムと題して、

た指示を加えるだけでタイムが大幅

線維の長さが変わらないとされてき

石川昌紀氏（Jyvaskyla大学）、川上

に向上した例が述べられた。高松氏

た「等尺性筋活動」中の筋において、

泰雄氏、田内健二氏（以上早稲田大

からは国立スポーツ科学センターで

実際には筋線維が短縮していること

学）、Dean Hay氏（東京大学、国立

の活用事例が報告された。それぞれ

身体障害者リハビ

の競技で、動作分析の方法は異なっ

リテーションセン

てはいるが、高松氏は「まず課題を

ター）がシンポジ

抽出し、実態を把握する。そして解

ストとして発表を

決方法を形式化するというのはすべ

行った。石川氏は

てにおける共通点。実態把握のカギ

SSCにおけるアキ

を握るのが動作解析なのではない

レス腱の弾性エネ

か」と話した。高齢者の下肢運動の

ルギー利用につい

衰退、維持、改善について動作解析

て、川上氏は反動

の活用事例を報告したのが湯氏。単

動作中の筋腱複合

にトレーニングを行うだけではなく、

体が主に腱組織の

その結果が画像で顕著に現れること

伸張によってパワ

が高齢者の運動意欲にもつながり

ー発揮をしている

「継続的トレーニングが習慣化され、

こと、そして個人

健康増進にも効果を得られる」と湯

さまざまな研究テーマが論じられたバイオメカニクス学会大会
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現場から

氏は述べた。
これらの研究や事例において、研

督の足を強く踏んで進む方法を取り

けることが可能になるだけでなく、

入れたことも述べた。

研究施設や設備の相互利用も可能に

究者が現場に対してデータを提供す

朝原選手からは、実際に選手が走

る際、重要なのは「そこから何を抽

るときの「感覚」として、何を意識

さらに、大学院で開講している授

出して取り出すか」というポイント

しているのかが述べられた。さまざ

業科目を受講する必要がある際には、

を持てるかどうかということ。

なる。

まな動作のなかで、朝原選手が最も

テレビ会議システムを活用しての遠

そこでシンポジウムに続いて行わ

重要視しているというのが「タイミ

隔授業の実施など、場所を移動する

れたのが、研究者・指導者・選手が

ング」。力で脚を前に運ぶのではな

ことなく必要な単位の修得も可能に

演者を務めるフィールドセッション。

く、身体全体を意識しながら、地面

なるそうだ。

土江寛裕氏（早稲田大学スポーツ科

を蹴り、空中から再び接地する瞬間

研究機関と大学の連携という、こ

学学術院）が司会を務め、演者は朝

に向けた準備動作について、自身の

れまでにない新たな取り組みに着手

原宣治選手（大阪ガス）、礒繁雄氏

身体で動きを用いて説明した。

する目的を、鹿屋体育大学副学長の

（早稲田大学スポーツ科学学術院）、

来年は大阪で世界陸上が開催され、

高橋誠記氏は次のように語る。「高

松尾彰文氏（国立スポーツセンター）

同大会を最後に現役に区切りをつけ

等教育機関である鹿屋体育大学と、

の 3 氏が務めた。

るという朝原選手から「自分の意識

ナショナルレベルのアスリート養成

まず松尾氏が国立スポーツ科学セ

と感覚が一致していてもデータでは

を掲げるJISSの設置目的こそ多少

ンターで実際に行っている測定方法

よくないということが生じる。意識

の違いはあるが、『トップアスリー

について説明し、スティックピクチ

とデータを照らし合わせることので

トのサポート』という点では共通す

ャーでのキック動作の解析画面を例

きるシステムができればいいのでは

る点が多々あり、双方が連携し合う

に、着地前→接地中期→離地直前→

ないか」と述べられ、フィールドセ

ことでより高い成果を挙げることが

離地時の流れにおける骨盤の動き、

ッションは締めくくられた。選手の

できるのではないか」。

支持脚の動きに着目した結果「接地

感覚と指導者の求めるデータ、それ

中期までは骨盤は後ろに回旋してい

らを提供する研究者が壇上に会し、

年 8 月のアテネオリンピック競泳

るが、離地直前には前に向いている。

それぞれが求めるものは何かを議論

800m自由形で金メダルを獲得した

ところがこのことを説明すると、ほ

する貴重な機会となったのではない

柴田亜衣選手など、多くのトップア

とんどの選手が意識では逆に捉えて

だろうか。

スリートを輩出されており、まさに

いたことがわかった」と示した。実

近年鹿屋体育大学からは、2004

互いの「アスリートサポート」とい

際に測定を行い、動作解析を行った

●教育機関との連携

朝原選手も「骨盤の動きは日頃から

た」と話し、研究成果からアスリー

鹿屋体育大学大学院と
国立スポーツ科学センタ
ーが連携大学院を実施

トに新たな発見を与えた事例として

多くのトップアスリートの活動拠

の要素が生まれ、幅広い交流も期待

点であり、スポーツ医科学やスポー

される。東京にいながらにして鹿児

ツ情報事業の中枢機関である国立ス

島での授業が受けられ、「逆に九州

地面反力をいかに効果的に活用する

ポーツ科学センター（以下JISS）が、

の大学でありながら東京の連携先が

かというテーマのもと、実際にデー

来る平成19年 4 月から鹿屋体育大

あるということで、より多くの情報

タをコーチングに活かした事例を報

学との連携大学院の実施を計画して

を得ることができるのではないか」

告した。陸上女子200m日本記録保

いることが発表された。

と高橋氏は言う。

強く意識していることで、蹴る際に
骨盤が前に行くなど考えもしなかっ

提示された。
早稲田大学競走部監督の礒氏は、

う理念が一致した形と言える。
大学としては先駆けともいえるこ
うしたJISSとの連携システムによ
り、「より専門的な研究を実施した
い」と考える学生にとってもプラス

持者の信岡沙希重選手（ミズノ）が

この事業は、鹿屋体育大学大学院

連携大学院の学生募集は、条件が

デモンストレーションを行い、スタ

体育学研究科博士後期課程の入学試

整えば秋期募集入学試験（平成18年

ート時の選手の感覚と「蹴る」こと

験に合格した学生を対象に行われる

10月実施）から始められる予定だそ

を意識させるために、スターティン

ものであり、実際に専門分野につい

うだ。新たな試みがスポーツ界にと

グブロックを用いるのではなく、監

てJISSの研究員から論文指導を受

ってどのような効果を生み出すかと
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いうことに期待を込めて注目したい。

例」と題した講義が
行われた。トレーニ

●映像分析とコーチング

ングからの使用方法

ビデオ映像の効果的な
利用法とは

として油谷氏は、試

去る 8 月28日に、「ビデオ分析を

合中の身体の動きを
チェックし見本の画
像と比較しながら、

使いこなせ！パフォーマンスアップ

トレーニングの計画

の鍵がそこにある」と題した関西で

を立て、行動を起こ

は初となるスポーツコードセミナー

していくという方法

（主催／（有）フィットネスアポロ社）

を紹介した。PLAN

が開催された。講師を務めたのは長

（計画）、DO（行動）、3 つの競技を例に映像分析の必要性が述べられた

谷川裕氏（龍谷大学教授）、油谷浩

CHECK（チェック）

之氏（関西学院大学アメリカンフッ

という 3 つのサイクルのなかでも、

まざまなスポーツ現場で、練習・試
合時にビデオを使用することが当た

トボールストレングスコーチ）、今

「主にCHECK部分に重点を置き、修

関勝氏（フィットネスアポロ・ベー

正したい部分の映像を抜き出してト

り前になりつつある」と述べられた。

スボールアドバイザー）の 3 氏。競

レーニングに活用していく」と油谷

6 月に開催されたサッカーワールド

技は異なるが、スポーツ指導現場の

氏。その結果、目で見るだけではわ

カップでのオーストラリア代表の飛

スペシャリストである 3 氏から「ビ

からなかった小さな動きもつかみや

躍の一因には「Sports Codeデジタ

デオ映像の効果的な利用法」をテー

すくなる。「トレーニングに活用で

ルビデオ分析システム」によるビデ

マに語られた。

きるだけでなく、時間と質を有効に

オデータの活用があったとメディア

使えることにもつながる」と示唆さ

で報道され、8 月に開催されたバス

れた。

ケットボール世界選手権出場国の多

長谷川氏はサッカーの映像を使い
「スポーツにおけるデジタル映像分

今関氏は野球の映像を使い「パフ

くが利用しているそうだ。こうした

全体の試合を 1 つの大きな流れとし

ォーマンスとスキルのためのデジタ

事例や、講師の3氏からのさまざま

て捉えているだけではただ何となく

ル分析活用例」と題した講義を行っ

な活用方法などから、今後もますま

進んでいるように見える試合も、ポ

た。映像の活用は、イメージづくり

すビデオ分析の重要性が高まってい

イント部分の場面を画像に集めて再

や選手のくせを見つけることにも役

くのではないかと感じられるもので

度見ていくことで全体の流れだけで

立ち、コーチングツールとしても活

あった。（報告者／蘆田典子・（株）

はわからなかったポジションごとの

用することが可能になる。言葉だけ

スポーツプログラムス）

動きや、スペース活用など試合を決

の説明では、選手が本当に理解して

定づけるポイントや、
「何が足りてい

いないことも生じるが、映像を見な

●スポーツ精神医学

なかったのか」という落とし穴も明

がら説明することにより、理解度は

確になる。編集された映像は、iPod

増し選手にも伝わりやすくなる。

に取り入れることも可能であるため、

「選手たちも理解・納得したうえで

スポーツ精神医学に
望まれることとは

試合開始前に選手たちに見せること

練習を進めることができるのでとて

日本スポーツ精神医学会の学術集

もできる。「選手たちも事前に画像

も効果的であり、画像を用いながら

会が、去る 9 月 2 日、海外職業訓練

を見て、そこから相手チームに目を

の確認作業を通して、選手とスタッ

協会総合研修施設（千葉県千葉市）

慣れさせることが、戦略を立てるこ

フのコミュニケーションも取れる」

にて開催された。メインテーマ「ア

とにもつながっていくのではない

と今関氏は説いた。

スリートを取り巻く苦悩 ―― スポー

析の活用法」と題した講義を行った。

か」と長谷川氏から述べられた。

セミナーの冒頭では橘肇氏（フィ

ツ精神医学に望まれること」には、

続いて油谷氏はアメリカンフット

ットネスアポロ社）より、デジタル

精神医学がアスリートの心の問題に

ボールの映像を用いて「トレーニン

ビデオ分析システム「Sports code

どのように対処するかについて模索

グの現場でのデジタル分析の活用

Game Blaker」の説明があり、「さ

し、ネットワークをつくる場として
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現場から

機能するようにとの思いが込められ

選手は「心技体の充

ているのではないだろうか。

実が大切であり、い

一般演題として、セッション 1 は

ずれが欠けてもハイ

スポーツの精神医学への応用として、

レベルのパフォーマ

スポーツを精神医学の治療に用いる

ンスが達成できない。

事例を 4 題、そしてセッション 2 は

またアスリートとし

精神医学のスポーツへの応用として、

て一番に大切なのは

スポーツ選手の精神医学的問題への

自信。生来のプラス

対処を中心に 5 題が発表された。

思考と、中学はハン

会長講演として、佐々毅氏（静和

ドボールでの全国大

会浅井病院）が「統合失調症患者の

会出場経験から、高

運動療法を考える――認知機能障害

校から始めた陸上競

の見地から」をテーマに講演した。

技での最初の大会での挫折感を乗り

のアプローチとして臨床学的思考で

病院における統合失調症患者へのデ

越え、競技を続けることによってイ

向き合うことの大切さを強調した。

イケアの現場から、社会復帰を妨げ

ンターハイで優勝することができ

整形外科医の鳥居俊氏（早稲田大学）

る要因として認知機能の障害がある

た」と述べた。さらに大学時に日本

は、国際競技会への帯同において、

ことを挙げた。精神科リハビリテー

代表を逃した経緯を紹介し「この失

POMSを用いた心理的なコンディシ

ションにおいて、バレーボールなど

敗で、はじけたようになり、これま

ョンと身体のセルフチェックによっ

スポーツを行うことによって集中で

での『身体が引っ張ってきた自信』

て心身の状態を把握していた経験を

きるようになったり、仕事の能率が

から『心が先導する自信』へ変わっ

語った。最後に、内科医の辻秀一氏

上がったことを自覚する患者もいる

た。このとき覚悟が芽生えた」と言

（エミネクロスメディカルクリニッ

と述べ、「認知機能へのアプローチ

う。これからも攻めの姿勢で続けて

ク）が、事例報告として 3 例を挙げ、

として、コーチやトレーナーとの連

いきたいと抱負を語った。

対策としてシステマティックなアプ

携を考えていきたい」と今後の方向
性を示した。

それぞれの立場から、精神医学的サポートについて語られた

シンポジウムでは、立場の異なる

ローチをとることが必要であること、

4 氏が発表した。まずスポーツ心理

さらにNPOとしてスポーツクラブ

ランチョンセミナーでは、長嶺敬

学者の立場から直井愛里氏（近畿大

運営を行っている様子を紹介した。

彦氏（静和会吉南病院）が、マスタ

学）が、ウェストバージニア大学で

設立から 4 年目を迎え、スポーツ

ーズスイマーであるKith Bell氏の言

の精神科医を含めたスポーツ現場に

と精神医学との関係を研究する学問

葉を引いた「泳いでいるときは、身

おける心理サポートのネットワーク

領域として、スポーツ精神医学を掲

体が濡れていることに気づかない」

について紹介。次に、アスレティッ

げる同学会の今後に期待したい。

というタイトルで講演した。精神科

クトレーナーの藤井均氏
（浜松大学）

病院に勤務する内科医として、また

は、スポーツ現場に根強く残る上下

●コアコンディショニング

運動愛好家としての自身の水泳の経

関係やチーム内の和を重視する、常

験を紹介し、過剰な練習によって肺

にポジティブでなければならない、

炎や不整脈を起こすという失敗談も

といった不文律的な観念があること

ストレッチポールの
さまざまな活用

交えながら、自分自身の感覚の大切

を指摘。「これは技術の獲得には必

去る 9 月24日、目黒雅叙園（東京

さについて話し、「科学的なスタン

要なことだが、盲目的に指導者の言

都目黒区）にて、コアコンディショ

スによるデータも大切だが、それを

うことを聞く選手が出てきたり、ど

ニングシンポジウム2006が開催さ

補完する感覚が重要。私も自分の心

うしても従えない場合の対処が難し

れた。これはストレッチポールなど

と向き合って練習をしていきたい」

い状況に追い込まれる」と述べ、膝

を用いて身体のリラクゼーションと

とまとめた。

を傷めて落ち込み、自己否定の激し

コアの強化のメソッドを開発・普及

かった選手に対して心理学的なサポ

にあたる日本コアコンディショニン

による「アスリートと心理」をテー

ートをしながら段階的に復帰するま

グ協会が主催したもので「リ・アラ

マにした特別講演も行われた。朝原

での例を紹介した。精神科医が個別

イメント効果の医学的な実証」がメ

また、朝原宣治選手（大阪ガス）
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現場から

コアコンディショニングの有用性について議論され、実演も交えながら進められたコアコンディショニングシンポジウム

のメソッドをビデオ映像にコメント

性を訴え、仮評価用紙を提示し、会

まず開会式で、会長である岩崎由

を加えながら紹介。基本となるベー

員の協力を得ながら開発していきた

インテーマとなった。
純氏（NECレッドロケッツ）が

シックセブン、緊張をゆるめるコア

いとした。さらに「今後は高齢者向

「ストレッチポールの普及に向けて

リラクゼーション、体幹部の安定性

けのプログラムの開発、あるいは腰

動き出したのが 6 年前。広がってい

を高めるコアストレングスのガイド

痛・頸部痛への治療効果を検証して

くなかで、再現性と安全性を追求し

ラインを示した。

いきたい。さらに、三次元的にX線

てきた。これからもさまざまな分野

シンポジウムでは、まず最初に

写真を解析する技術を導入してコア

の方々にコアコンディショニングに

「ストレッチポールを用いたコアコ

コンディショニングの効果を分析し

よる感動をシェアしていただきた

ンディショニングの短期効果に関す

い」と挨拶した。

る実験的研究」をテーマに、杉野伸

山本氏はゴルファー向けのコアコ

次いで事例報告会として、まず日

治氏（貞松病院）が健康な20代男女

ンディショニングプログラムの開発
と評価用紙の提示を行った。

たい」と述べた。

暮清氏（横浜 F マリノス）がプロサ

を対象とした研究を発表。コアコン

ッカー選手に対して行っているリハ

ディショニングによって、X線上に

シンポジウムの最後に、事例報告

ビリテーションをビデオで紹介した。

おける脊椎のアライメントに有意な

の発表者も加わってディスカッショ

さらに、マスタートレーナーに新し

影響（直立位における下位腰椎の前

ンを行った。議論のなかで高齢者に

く認定された福本智恵子、西廼智史、

弯減弱と上位腰椎の前弯増強、後屈

実施する場合、圧迫骨折などのリス

浅沼雄二、渡辺裕介、石井完厚の各

位での上位腰椎の前弯増強）がみら

クがあること、各クライアントに応

氏からも、それぞれ事例報告が行わ

れたという結果であった。ただし、

じたメニューの選定基準の必要性も

れた。とくに福本氏の報告では、91

この研究は健常者を対象としたもの

明らかになった。これと関連して事

歳と高齢のクライアントであるが、

であり、高齢者や小児、脊椎疾患患

例を数多く集める意義も強調された。

ハーフカットのストレッチポールを

者などへの効果の検証は今後の課題

コアコンディショニングがスポー

用いたコアのリラクゼーション、そ

とした。

ツ選手に留まらず、広い範囲に活用

してコアの強化、下肢の動きを加え

次に「コアコンディショニングの

されていることから、今回のシンポ

たエクササイズを行うことによって

応用と発展」と題して、蒲田和芳氏

ジウムでは、経験論だけでなく、医

脚の踏み出しがスムーズになったと

（広島国際大学）と山本大造氏（貴

科学的方法によるエビデンスを確立

島病院本院付属クリニック）が発表

していこうという流れが示されたよ

した。

うだ。今後は冒頭に提示された岩崎

いう例が紹介された。
次に西野善昭氏（ネガティブフリ
ーク）と山下光子氏（ボディアーキ

まず蒲田氏はコアコンディショニ

氏の「再現性と安全性」に対して、

テクト）が、「最新メソッド確認」

ングを適用した場合のデータを、共

妥当性の高い知見が得られ、共有さ

として、同協会で提唱している 3 つ

通の評価用紙を用いて蓄積する必要

れていくことだろう。
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