
JSB 企画	 「バイオメカニクス研究法への招待	 in 日本体育大学」	 報告	 

報告者：船渡	 和男（日本体育大学）	 

	 

実施日：2015 年 1 月 10 日（土）-11 日（日）の 1 泊 2 日	 

場所：日本体育大学横浜健志台キャンパスおよび世田谷深沢キャンパス	 

参加者：15 名（内女子 5 名）	 

計測スタッフ：10 名	 

	 

実習内容とタイムスケジュール	 

2015 年 1 月 10 日（土）	 

13：00	 日本体育大学横浜健志台キャンパス	 百年記念館Ｍ２測定室	 集合	 

13：10	 自己紹介、趣旨説明と倫理的規範による測定同意手法	 

13：30	 BLS 形態計測/BodPod 身体組成・・・男女のグループで交代	 

14：20	 形態計測・身体組成に関わる研究紹介	 	 	 

14：30	 関節トルク/脚伸展パワー・・・以降 7 人と 8 人のグループで交代	 

15：20	 ジャンプ動作の床反力/自転車全力ぺダリングパワー	 

16：10	 フィードバック手法	 

17：00	 終了	 深沢キャンパスへ移動	 

18：30	 夕食（深沢キャンパスＮレストラン）、ゲストハウスへ移動	 

20：00	 オリンピアン・トークセミナー（ゲストハウス）	 

～堀畑裕也氏：ロンドン五輪 400m 個人メドレー6 位入賞～	 

21：00	 終了予定、フリータイム（ゲストハウス泊）	 

23：00	 門限（未成人は 22：00）	 

	 

2015 年 1 月 11 日（日）	 

8：15	 ゲストハウスチェックアウト	 

8：30	 日本体育大学世田谷キャンパス教育研究等Ｂ階	 中央測定室	 集合	 

	 	 	 	 モーションキャプチャー、床反力データ	 

10：30	 50ｍスプリント走速度曲線（全員計測）	 

11：20	 データの理解と研究紹介および意見交換	 

	 	 	 	 疾走速度曲線	 

	 	 	 	 Vicon データの加工プレゼンと研究紹介	 

	 	 	 	 まとめ、メールによる感想アンケート	 

12：30	 終了	 

	 	 	 	 見学ツアー（希望者）	 

	 

 
  



参加者の感想 
1. 参加して良かった点 
・こちらの勉強会に参加をして，普段なかなか触れることのできない他の大学の研究施設を体感できたことが一

番の点です。また、いつもは大学内の学生としか交流を持たないため、多くの大学の学生と交流ができたこ

とも良い経験でした。さらに日本体育大学の研究者の方々と触れることで、自分の研究への意欲もまたわき

ました。 
・普段はスポーツバイオメカニクスなどのゼミに所属していないので、測定などの機械に触れることとは無縁で

したが、今回の研究会を通して機械を使い自分たちのジャンプする力など測定してもらうことができました。

自分の力を数値で知ることができるのは楽しいなと思いましたし、ほかの人の運動を分析するのも楽しいと

思いました。初めてのことが多く、新たなことをたくさん知れて、たくさん経験できてよかったです。 
・日体大の広い動作解析実験室を使え、そこで初めて走行中のデータを取れたこと、また BLSやバイコン、50m
走の速度曲線などフィードバックがあり、バイオメカニクスの面白さに触れることができました。掘畑さん

のお話は内容も興味深かったのですが、あの時間の雰囲気が、掘畑さんの話にあった日本代表の試合前日の

ミーティングみたいで、憧れていた「JAPAN」のメンバーになったかのように感じました。初日のプログラ
ム終了後は他の参加者たちと興味を持っているテーマや進路ついてなど、体育大だけでなく教育大の方とも

意見交換ができたことは進路を考えるうえでも参考になりました。セミナーハウスはホテルのようにきれい

で、急な課題が入ってしまったときも、山岸先生にすぐネット環境を整えていただき助かりました。 
・気軽にバイオメカニクスについて触れることができて良かったです。また、オリンピックの話を聞けて良かっ

たです。 
・今までのゼミの活動でおこなった測定を再度測ることができ前回とのデータの変化が見れたので良かったです。

また色々な研究のデータも見ることができ興味の幅が広がりました。 
・私の大学にはない高機能な設備を、見るだけではなく、実際に被験者になって体験できたことが非常によかっ

た。また、全体の雰囲気が固すぎず、学びやすいと感じた。質問にも丁寧に応じていただいた。 
・このような会に初めて参加したのですが、１年生では勉強出来ないので、参加したことでバイオメカニクスが

どのようなことをやっているか知れたのが良かったです。 
・	 今回この研修会に参加して、自分の大学では見ることのできない最先端の機材と設備に触れることができて

非常に多くの発見がありました。また、多くの研究者の方々や堀畑さんと知り合い、高い水準で活動されて

いることにとても強く刺激されました。 
	 また学校は違いますが、日本体育大学やその他の生徒の方と知り合い、いろんな人の個性や才能に触れ、自身

のモチベーションを高めることができました。またいつか交流が持てたらいいなと感じます。 
・研究成果等を指導現場に生かすためには、研究方法を理解することも必要だと感じていました。日体大には大

教大にない機材が多くそろっており、それを体験することができて貴重な経験となりました。 
・今実習に参加して、研究活動にあたっての一連の流れや、普段あまり使用することのなかった実験機材の使い

方等を学ぶことが出来、とても勉強になりました。また、他大学での開催にあたり、自学にはない機材やそ

の研究方法を学んだり、主催大学の学生の方々や遠方よりいらした学生の方々と意見交換をすることで、バ

イオメカニクス研究領域の幅広さや仲間意識またはライバル意識を得ることが出来ました。これらは私の今

後の研究活動等に活かされていくものと思います。 
・見たことがない機械で測定出来たことと、自分の体や体力を知れたことです。 
・スポーツバイオメカニクスに触れられることができ、また、意識の高い大学生達と共に過ごしたことで自分の

世界観が広がりました。大学でスポーツバイオメカニクスをやりたいと、よりいっそう思えるようになりま

した。 
・先生方と接しやすい距離感、学生同士間での横、縦の繋がりが築きやすい点、バイオメカニクスに関する専門



的な器具を実際に用いて、体で体験できる点、オリンピックを経験された選手の体験談、裏話が間近で聞く

ことができた点。 
・自分が勉強したいと思っていた分野のことを勉強でき、一方的なものではなく対話、会話形式でわからないと

ころがないようになっていたところ。実技など、実際に体験することが多く集中を切らすことなく学習でき

ました。実際にオリンピックに出場した堀畑裕也さんの貴重な話を聞けたこと。 
・普段見れない角度から自分の身体の形を見たり、データを分析したりすることで自分の弱点など見れたこと。 
 
2. 改善してほしい点 
・会全体をとおして，大きく不便をした点はありませんでした。ただ、はじめのうち、参加者の中でなかなか交

流が持てなかったので、早い段階で、共同作業などができるとさらに良いと感じました。 
・Bodpot や２日目の動きの分析など、特定の人しか体験できなかったことです。私はやることができなかった
ので、うらやましかったです。 

・体組成は希望者全員が測定できると良かったと思います。バイコンで３D解析を行う際、ボールを持参すれば
よかったと思ったので、次回以降、このような企画が開かれるときには持ち物に「各自、測定時に使用した

いもの」等で語一筆いただけると幸いです。セミナーハウスに関して、朝方はお湯が出しづらかったのが気

になりました。 
・時間的に測定をやりたくてもできない人がいたので、可能であれば時間を延ばしてやれたらいいなと思いまし

た。 
・機材の数、または時間的に厳しかったこともあったが、被験者になれなかった方もいたようだった。できれば

時間はもっとあるとよかった。 
・ないです。満足しています。 
・宿泊施設も素晴らしく、快適に生活ができました。 
	 今後は、さらに異なった研究方法や機材に触れる機会があればいいなと思います。 
・内容が多い分、一つ一つが浅い理解で終わってしまった。参加者に事前アンケートを取るなどして、無いよう

に強弱をつけてみてもよいのではないでしょうか。 
・今回 2日間という短い実習期間でありましたために、過密スケジュールについていくことに私自身が一杯一杯
になってしまい、全ての教員や参加者の方々と意見交換をすることが出来ませんでしたことは非常に心惜し

く感じております。また今実習では多くの研究手法の被験者を体験させて頂き、私にとってとても良い経験

となりました。が、そこで得られましたデータ等を控えることがほとんど出来ませんでしたことが少し心残

りではございます。 
・全員測定が出来なかったものもあったので、もう少し時間的に余裕があればよかったのかなと思います。 
・当日までスケジュールや移動手段など詳細に分からなかったこと 
・門限の延長 
・今回は 2日間という短い間でしたが、長期休みなどたくさんの休みが取れるときに日数を増やしてやりたいな
と思いました 

 
3. 全体の感想 
・貴重な体験を多くでき、大変有意義な二日間を過ごすことができました。また自分らの大学内で閉じこもらず、

より多くの人と研究について話すことで，研究意欲が増し、視野を広く持てると感じました。今後このよう

な機会に積極的に参加したいとおもいます。本当にありがとうございました。 
・この研究会に参加できてよかったなということです。いろんな大学の人が集まっているので、空き時間に話してそ

の人の勉強していることを知れたりしたことも貴重な経験になったなと思いました。 



・図書館やトレーニングセンターを巡るキャンパスツアーも楽しかったです。このような企画が一度きりのもの

にならずに、このメンバーとさらにはバイオメカニクスに興味を持つ学生達が集い「第二のゼミ」のように

なることを期待しています。 
・いつもと違った環境やメンバーで勉強できて良かったです。また、それぞれの興味ある分野について話すこと

もできたので、とても有意義な時間を過ごすことができたと思います。またこのような機会がありましたら、

ぜひ参加したいです。 
・今回の企画には他大学からも多くの方が参加していたので、各大学での活動や、将来の夢、今やっていること

など、色々な話を聞けてとても有意義な時間でした。そしてバイオメカニクスに対してもっと学びたいなと

思える二日間でした。 
・私は大学院への進学を希望しているが、今回参加したことで、いい環境で学びたいという意欲が高まった。他

の参加者の話を聞くと、私の想像以上にスポーツ科学の知識を身につけていたり、高度な研究に取り組んで

いたりしていて、いい刺激を受けるとともに、改めて私の経験不足や知識不足を自覚させられた。今回のよ

うな機会や学会があれば意欲的に参加していき、進学のために必要なことを今から取り組んでいこうと思う、

いいきっかけになった。 
・オリンピックに出た堀畑さんの話が聞けたことはとても面白かったです。普通では聞けないことを聞けたのは

良かったです。また、学内の方や他大学の方と交流でき、色々な意見を交換でき、とても有意義な二日間に

なりました。 
・	 今回この研修会に参加して、非常に強い刺激を受けました。様々な機材を用いることで、自分の想像をはる

かに超えた多種多様な研究活動ができることを知りました。日本の最高峰とも言える設備を備え、そこで活

動する様々な方の取り組みを見てワクワクしっぱなしの二日間でした。自分の今後の活動を考える中で、ど

のような方向性を見出していくか、どう取り組んでいくのかを考えさせられた二日間でもありました。自分

の夢に向けて、今後も真剣に取り組んでいこうという気持ちになりました。非日常的な経験ができて本当に

楽しかったです。今後もこういう機会があれば参加したいと思います。今回は本当にありがとうございまし

た。 
・二日間、よき仲間とスポーツバイオメカニクスを勉強することができ、非常に楽しかったです。また、学会等

で皆様とお会いできることを願っております。 
・私自身、バイオメカニクス研究にとても興味があるものの、果たして今回参加して他の参加者と比べ知識量が

乏しいために実習内容についていけなかったりしないだろうかと不安でいっぱいの中、今回参加させて頂き

ました。初めはそれこそ緊張していたものの、研究活動一連の流れや使用機材一つ一つを丁寧に紹介・説明

していただいたり、実習または自由時間に教員の方々や他参加者の方々とお話をするうちに、今後のバイオ

メカニクス研究の可能性の大きさを感じることが出来、また今後の自身の研究活動でしてみたいこと等を周

りの人に少しずつ話したりそれに対して意見をもらえることが出来たため、さらに意欲が湧いてきました。

今実習で学んだ知識を活かし、また学会等他の機会で今回御縁のあった方々と再び研究活動の近況報告や意

見交換が出来ますことを楽しみに、今後もバイオメカニクス研究に励みたいと考えています。 
・３年生の後期の授業内でバイオメカニクスについて初めて学び、初めは難しいと思っていましたが、だんだん

興味が出て来、もっといろんなことについて学びたいと思っていました。この研究法に参加して、テレビや

写真でしか見たことがなかった機械で測定することが出来、さらに視野が広がりました。又、もっと学び、

知識を増やしたいと思うことができました。この研究法に参加していなければ、なにも知らずに大学を卒業

していたと思います。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。 
・高校生のうちから大学でやる研究を体験でき、自分の世界観が広がりました。大学生の中に一人だけ高校生で

参加したので不安も多かったのですが、大学生のみなさんから沢山話しかけて下さって仲良くなれた先輩方

もでき、良かったです。 



・私は今回、バイオメカニクスの勉強会に参加させていただいて、スポーツ分野における研究に、一層興味を抱

きました。また、日本体育大学の施設、設備にも想像以上の壮大さに驚きました。私自身、過去に水泳競技

を行っており、今回、水泳競技でオリンピックを経験された選手の方の貴重な体験談を聞き、競泳における

関心、研究に対する意欲が深くなりました。しかし、現在は理学療法の勉強を行っており、今後の方向性は

明確に定まっていませんが、自分のしたい事が出来るように、またこの経験が活かせるようにと思っていま

す。今回はこのような貴重な勉強会へ参加させていただきありがとうございました。 
・2日間という短い間でしたが自分がやりたい分野をたくさん学習することができました。また、他大学の生徒
とも交流ができ良い刺激を受けました。 

・ゼミでやった内容をさらに深く説明など聞けて良かったです。その実験がどんなことに役に立つのかなどわか

り、これから自分の興味のあることに活かせれば良いなと感じました。また他大のバイオメカニクスに関わ

る方と交流でき、楽しかったです。 
 
	 

 
  



 
開会の挨拶、主旨説明	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自己紹介① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自己紹介②	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 インフォームドコンセントの説明 
 

 
BLS 測定	 ランドマーカーの貼付①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 マーカー貼付② 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体脂肪率測定の様子	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 筋力測定の説明 
 

 
レッグパワー測定①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 パワーデータの確認 

 
形態計測に関する研究紹介	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自転車全力ぺダリング測定 
 
 
 
 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	  

ジャンプ測定の様子	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 データフィードバックに関する質疑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夕食の様子	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 堀畑選手の講演① 
 

  
堀畑選手の講演②	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 堀畑選手と記念撮影 
 
 
 
 
 



  
 
３グループに分かれて VICONマーカー貼付と形態計測	 	 	 	 	 	 	 今回の被験者たち 
 

 
モーションキャプチャーを用いたスプリント測定	 	 	 ハンドボールジャンプシュート 
 

  

モーションキャプチャーデータのフィードバック	 	 	 	 モーションキャプチャーを用いた研究紹介 
 
 
 
 
 



 
Lavegを用いたスプリント測定	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lavegを覗いてみる 
 

	 	 	  

 
Lavegを用いた研究紹介	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 閉会の挨拶 
 

 
最後の集合写真 


