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 野球での盗塁の価値 （電子システム工学専攻 澤田秀人 学生番号 10621014） 

盗塁とは、野球における攻撃側走者の進塁方法の 1 つである。走者が安打、刺殺、失策、封殺、

野選、暴投、ボークなどによらないで、1 個の塁を進んだときに盗塁が記録される。英語名であ

る”Stolen Base”から日本でも「スチール」と呼ばれる。その種類は二盗(1 塁から 2 塁) 、三盗(2

塁から３塁)、本盗(３塁から本塁)の３つのものがある。日本のプロ野球での年間最高盗塁王は元阪急

ブレーブスの福本豊選手であり、その数は 106 盗塁という驚くべき数であり、1 試合に約 1 つの盗

塁を決めている計算になる。また、通算記録も福本豊選手が保持しており、その数は 2 位に 409 も

つけ 1065 盗塁という大記録である。この数値がいかにすごいかというのが、現役選手のイチロー

選手が 540 盗塁というのと比較するとよくわかるであろう。ちなみに、世界最高記録は元メジャー

リーガーのリッキーヘンダーソン選手の 1406 盗塁である。1990～2004 年までに調査した結果

では、全体の盗塁の 2/3 が成功している(1)。プロ野球で盗塁の結果を残している選手達は、盗塁成

功率が 9 割を超えている選手が多く、なかでも元南海ホークスの広瀬叔功選手は年間で 44 盗塁決め

ており、その成功率が.957 とういう記録である。 

それでは、盗塁とは点を取り、試合に勝つために貢献しているかどうかを考えていきたいと思う。

もちろん、盗塁が成功すれば、ランナーが次の塁に進み、点を取るチャンスが増すわけであるが、失

敗すれば、アウトになり、点を取るチャンスが無くなるのである。 

ピッチャーの観点から盗塁を考えていきたいと思う。ピッチャーはランナーがいる時といない時で

は、フォームが変わる(ワインドアップからセットポジション)のが普段野球観戦している人たちはす

ぐに気付くことである。しかし、多少フォームが変わったからといって別にそれほどピッチャーに与

える影響は無いだろうと思いがちである。しかし、それは大きな間違いでピッチャーというのは少し

のフォームの崩れなどでコントロールが大きく左右される。まして、盗塁をしそうなランナーがいる

ことによって、より早くキャッチャーにボールを投げなくてはいけなくて、フォームが崩れる投手が

多い。なので、ピッチャーの観点から考えると、盗塁というものは、点を取るのに貢献していること

がわかる。したがって、ランナーとして出塁したときに、盗塁をはじめから完全あきらめていること

はそのチームにとって勝率を下げていることに値する。また、調査の結果より、勝率というものは盗

塁によりランナーを進めることよりもヒットやホームランを打つことまた、四死球でランナーが出塁

するほうがより貢献するというデータもある。しかし、そのデータとは逆に、北京オリンピックでの

日本の星野監督は「ホームランはいらない。機動力・走れる選手を必要とする」など見解はまちまち

である。 

次に、盗塁は野球興業全体にどのような利益をもたらすかを考えていきたいと思う。野球をあまり

しらない人たちは、盗塁は単にランナーが次の塁に進むだけだろうと思う人が多いと思う。しかし、

盗塁が成功することでチームが活気づき勝利へ導くということがよくある。最近の選手では、元阪神

タイガースの赤星憲広選手が塁に出塁するとテレビカメラの視点がランナーへと変わるなど盗塁へ

の期待がよくみてとれる。このようなことから、野球での盗塁は観客に魅せることができるプレイで

あり、大げさかもしれないがそのプレイを見たくて球場にかけつける人たちもいるはずだ。よって、

盗塁という作戦は野球興業を豊かなものにして、多くの利益を生み出していると言える。 

残念なことに、去年日本球界で現役最高盗塁数を記録していた元阪神タイガースの赤星憲広選手が

引退してしまった。最近のプロ野球では、昔に比べて確かにバッテリーの盗塁阻止に対する技術は格

段に進歩している。しかし、それでも昔のような塁にでただけで、観客を興奮させるような選手が出

てくることを期待している。 

 

 引用文献 

   Publlic Choice (2010) 142: 497-505 

 参考文献 

日本野球機構オフィシャルサイト 
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 乳酸除去とサッカー （電子システム工学専攻 内田貴之 学生番号 10621004） 

2010 年南アフリカでサッカーワールドカップが開催されるなど、サッカーは世界で注目される競技であ

り、オリンピックをしのぐ 208 の国と地域が参加しており、視聴者数でもオリンピックを超えていると言

われている。それほどのスポーツのプレイヤーたちはもちろん世界トップレベルのアスリートと言える。し

かし、ワールドカップの試合において、試合の終盤に足がつる選手が出てくる。これはサッカーの試合がい

かに激しいかを示したものであり、トップアスリートでも直面する問題と言える。 

サッカーの動きは高強度な運動が休息をはさんで繰り返されることが特徴である。繰り返される高強度な

運動に対応するには素早い回復が必要であり、そのためには有酸素性の能力の高さが要求される。その能力

が低ければ、試合終盤には運動量が落ちてしまう。特にその時間帯はスコアが動きやすい時間帯とも言え、

素早い回復能力の重要性は試合を見れば、明らかである。 

有酸素性の能力を鍛えるには乳酸についての知識があるとより効果的に行える。乳酸＝疲労物質という概

念が世間的に広まっているが、乳酸とは細胞のミトコンドリアで酸化され、エネルギー源として再利用され

る物質である。しかし、血液中に多く存在すると、血液が酸性になって筋肉の動きを阻害してしまう。つま

り、ミトコンドリアの酸化が追いつかなくなったときに、血中に乳酸がたまり、筋活動を妨げるのである。

キーとなるのは乳酸の除去の速度にある。 

乳酸の除去には、ダラダラする受動的な休息よりも、積極的に軽い運動を行うほうが効果的であるとされ

ている。乳酸の酸化が促進され、エネルギーとして再利用されるからである。では、どの程度の運動強度が

乳酸の除去には効果的なのだろうか。 

右下の図はサッカー選手の激しい運動後の乳酸の血中濃度の時間変化を示してあり、IVT とは血中に乳酸

が増え始める運動強度のことで、+50%ΔT とはより強い運動強度を示し、-50%ΔT でより弱い運動強度

を示している。Pass は安静時の状態である。図を見ると、安静状態よりも軽い運動を行った状態の方が乳酸

の減り方が早いのがわかる。軽い運動を行うことで、血量が維持されて、乳酸除去が進んだ結果と言える。

運動強度別に見ると、図では、IVT と IVT-50%ΔT がより大きな変化を示し、その運動の具体的な目安と

しては時速 7km で小走りする程度である。しかし、その乳酸除去も 20 分辺りを境に効果がほとんどなく

なっているといえる。これは、どの状態に関しても言えることである。 

このように、乳酸に関しては興味深いデータが示されている。乳酸除去に関しては他にも、運動後のマッ

サージの効果で目を引く報告がある。運動後のマッサージは広くスポーツ選手に好まれていて、チームごと

にトレーナーがいたりする。それは、マッサージにより筋肉の血流量が増加して、乳酸を除去すると思われ

ていたからである。しかし、報告によれば、マッサージしたとき、血流量は安静状態や軽い運動のときより

も減少し、乳酸の除去量も低下したのである。誤解

を招かないように書くと、この報告では乳酸の除去

に限ったものであり、スポーツ後のマッサージを推

奨しないとは書かれていない。それでも、少し驚き

の結果と言える。 

乳酸の除去に限って言えば、サッカーにはハーフ

タイムがあり、この時間帯を有効活用して、軽い運

動を行えばいいと言えなくないが、心拍数を整えて

後半に挑むことも必要である。安静時も乳酸除去の

効果は得られるので、マッサージは行わず、血流量

が減少しないように軽いストレッチを行ったりする

のがいいかもしれない。とは言っても、乳酸に関す

る正しい理解を深めることこそが一番乳酸の除去に

役立つだろう。 

 引用文献 
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Fig.1a–d Balance board 
training program with 
gradual increasing difficulty. 
a,b Standing on one leg with 
arms in different positions. c 
Standing on one leg on the 
balance board, bouncing the 
ball against the floor, or 
throwing the ball in the air. 
d Standing on one leg 
“drawing figures” in the air 
with the opposite leg 

 バランスボードトレーニングの効果 （生体分子工学専攻 福原早百合 10613026） 

サッカーは世界規模で約 200 万人以上がプレーするかなり人気なスポーツのひとつである．スウ

ェーデンでは、サッカーをプレーする女性チームが数多く存在しサッカーのライセンスを持つ 5 人に

1 人が女性であると言われている (1999 年現在)．一方でサッカーは男女問わず数多くのけがに結

び付くスポーツであり、とりわけひざの捻挫、ひざ靭帯損傷、半月板損傷は女性サッカープレイヤー

に頻繁に起こるけがであると報告されている (1)．このような下肢のけがのリスクを減少させるカリ

キュラムの効果はこれまでに数多く研究されている．Ekstrand らはウォームアップ、ストレッチエ

クササイズ、ひざのテーピング、コントロールしたリハビリを含む一連のカリキュラムを立て下肢の

けがの発生率を減少させた (2)．またバランスボードを取り扱ったトレーニングは前十字靭帯損傷 

(ACL) の発生率を減少させると明らかにされている (3)．しかし上記のいずれの場合も男性サッカ

ープレイヤーに対する下肢のけがに対する効果であり、女性サッカープレイヤーにおける下肢のけが

の予防はほとんど研究されてない。そこでバランスボードを使ったトレーニングで女性サッカープレ

イヤーの下肢のけがの外傷を減少させることができるかどうかここに記述する。 

スウェーデンの女性サッカーチームに所属する 13 チームの中の 221 人を 121 人と 100 人の２

つのグループに分け実験を行った．実験は７カ月に亘って行われ、121 人の一方のグループのみ通

常のサッカーの練習や試合に加えて 10 分から 15 分のバランスボードを使ったトレーニングを行い

各々の下肢の筋肉柔軟性、バランス重心動揺の違いを測定した (Fig. 1)．その結果、両グループの間

で変化は見られず下肢のけがの発生率、種類に著しい違いは表れなかった．さらに男性サッカープレ

イヤーの場合バランスボードトレーニングを行った後、下肢のけがの代表でもあるひざの捻挫や

ACL (練習や試合を 30 日以上欠場するようなけが) の発生率を減少させたと報告があったが、女性

サッカープレイヤーの場合バランスボードトレーニングを行うと ACL

の発生率を全く防ぐことができず、むしろ増加させてしまった．バラン

スボードトレーニングは砂利や草のような表面の屋外ではバランスボー

ド装置を適切に使用することが難しく、プレイヤーは全員各々の住まい

でトレーニングを行っていた．そのため、いかに良くプレイヤーがバラ

ンスボードトレーニングを行うかについてトレーニングの手順を注意深

く記録するよう依頼した．その上、トレーニングを行う対象者をやる気

にさせ、実験が終了するまで彼女らのモチベーションを維持させること

が幾分か困難であった．このため、バランスボードトレーニングによる

効果が得られなかったひとつの原因ではないかと考えられる．一方で、

練習や試合を 30 日未満で欠場するような比較的軽いけがにおいてはバ

ランスボードトレーニングの効果が表れた．また実験期間を前半と後半

に分けた時、後半のほうではトレーニングを行ったプレイヤーのけがの

発生率は前半と比べ減少する傾向が見られた．今回のトレーニングでは

毎回 10 分から 15 分で行い、7 カ月間という短期間であった為筋肉の

柔軟性やけがの発生率に大きな違いが表れなかったと考えられる．実際、

けがの発生率を減少させた男性サッカープレイヤーにおける実験では 3

年間記録して効果を得ている．パワーバランスを用いたトレーニング方

法の更なる向上とトレーニングの持続はけがの発生率の減少と筋肉バラ

ンスの調製により効果的な結果へと繋がると示唆される． 

 引用文献 

（1）Engström B, Johansson C, Törnkvist H, Soccer injuries among elite female players. Am J Sports Med, 1991, 

19, 372–375 

（2）Ekstrand J, Soccer injuries and their prevention. Thesis. Linköping University 1982 

（3）Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A, Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A 

prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 4, 19–21 

1996 
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Balance board training : prevention of traumatic injuries of the lower extremities in female soccer players?  
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 ヒールの高さは３cm （生体分子工学専攻 寺澤希実 10613014） 

女性のオシャレには欠かせないハイヒール。しかし、本音ではハイヒールを履くと足が疲れてしま

うから嫌だと思う女性は多いはず。最近では、ほとんどカカトのないカツター式の靴も履いている若

い女性をよく見かける。このようにヒールの高さは、わたしたちの生活文化の向上の１つの現われで

あるかもしれない。しかし、靴の多様性は、健康を第一に考えて決まるのではなく流行に支配されて

いるといえる。 

健康はわたしたちの生活には大事な要素であることもまた事実である。歩行時の負荷度はヒールの

高さによってどう変化するのだろうか。 

５種類のヒール高（カツター；1.5cm、低ローヒール；2.5cm、ローヒール；3.8cm、中ヒール；

5.2cm、ハイヒール；7.3cm）を用意して酸素消費量という指標でみると、ヒール高 2.5cm のパン

プスが他の高低いずれものヒール高のパンプスに比べて酸素消費量が少ないことがわかった。ハイヒ

ールはそれよりも 20%も大量の酸素消費を、つまりそれだけ大量のカロリーを必要とすることを物

語っている。 

足取りも軽く歩くためには、身体、特に足の活動がリズミカルに行なわれなければならない。その

ためには、あまりに遅いタドタドしい歩き方ではダメで、すくなくともある程度以上のスピードが必

要である。この点においてはカカトが低すぎると重たい足取りになりやすく不利である。事実、3.8cm

のローヒールになると歩数は増えて歩幅も減るが、消費カロリーはカツターと比べてかえって少ない。

ところが、中ヒールぐらいの高さになると、たとえリズミカルに歩けるとしても靴底の傾斜にともな

って歩行筋の活動が加わってくるため、消費カロリーが再び増え始め、ハイヒールに至っては一層大

きくなる。 

ヒール高 2.5cm の靴がエネルギー消費を最小にとどめるという結

果は、２つの相反蛍光の総和から生じているといえる。つまり、ヒー

ルがある程度高くなるほど、リズミカルに歩くことができるというプラス

の因子と、同じくある程度高くなるほど余分の筋活動が要求されるという

マイナスの因子との総和が、この高さのヒールを最適とする結果を生み出

したに違いない。 

さて、今日までのヒール高に関する研究も、ほとんど一様に、２～３cm

の高さをもって最適であるとされている。個々の報告を詳細に検討し、か

つ一般の日常生活にもっとも適した高さを決定するとすれば、それはヒー

ル高 3cm であろう。なぜなら、立位作業者の偏平足をふせぐ上からいっ

ても 3cm は適していて、しかも、安静立位時の筋電図の放電パターンを

増すこともなく、水平歩行に対するエネルギー消費と循環系負担からみ

ても、最も適しているといえる。 

ここにいう「適している」という意味は、あくまで日常の生産活動に

対して、ムダを省いて合理化するという、一般的にいう衛生学の立場か

ら考えたものであるから、事情が異なれば、また別の考え方に至ること

も当然である。例えば、肥満症の人が日常ある程度のエネルギー消費を

求めている場合、ハイヒールを履いて、20％の余分なエネルギーを使

うことがいいとされることもある。 

 引用文献 

（1）石毛フミ子：ハイヒールの体力医学的研究、Ⅱ．歩行時のエネルギー代謝に現れたハイヒールの影響、体力科学 10：

56, 1961 

（2）近藤四郎：筋活動電流の人類学への応用、日本人類学雑誌 61：3, 1950 

（3）小川新吉、阿久津邦夫、岩崎義正、竹宮隆：履物と姿勢について（Ⅰ）筋電図学的考察、体力科学 7：325, 1958 

 参考文献 

石毛フミ子：ハイヒールの体力医学的研究、Ⅰ．ステップテストに現れたヒール高の影響、体力科学 10：49, 1961. 

 

ヒール高 7.3cm

ヒール高 3cm
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 あなたの利き目はどっち？ （電子システム工学専攻 滝本哲也 09621021） 

「一側優位性」という言葉がある。私たちになじみのある言葉で言えば「利き手」や「利き足」の

ことである。多くの人は自分の利き手や利き足が右なのか左なのか把握していると思われる。しかし、

利き目に関しては自分がどちら側なのか調べたことがなければおそらく把握していないだろう。そこ

で、この利き目に注目して以下論じていきたいと思う。 

利き目の調べ方は容易にできる。右図に示すように、手で小さい三角を

作り三角の真ん中に点がくるようにする。それから右目、左目だけで見て

みて、点の位置が変わらない方が利き目である。また、日常生活からも判

断できる。例えば、カメラや顕微鏡のときに自分がどちらの目を使って見

ているか考えてみるといい。使っている目が利き目である可能性が高い。

この利き目に関して、統計的には右利きが 70%、左利きが 30%程度である。参考までに、利き手

の場合は右利きが 90%、左利きが 10%程度、利き足の場合は右利きが 80%、左利きが 20%程度

である。そして、この組み合わせは様々であるが統計的に利き手も利き足も利き目も全て右利きであ

るケースが最も多い。逆に、全て左利きであるケースは非常に稀である。ちなみに、私は利き手と利

き足は右利きで利き目は左利きであった。 

さて、自分の利き目がわかったところでそれが何の役に立つのだろうか？実は利き目は一部のス

ポーツにおいて重要な要素となってくる。例えば、野球である。バッティングにおいて、右バッター

は左目、左バッターは右目が利き目である方が有利であると言われている。投手に近い方の目が利き

目であると、広い視野を得られ、変化球にも対応しやすくなるためである。よくプロ野球で右投手を

まったく打てない右バッターや左投手をまったく打てない左バッターがいるが、それは投手に近い方

の目が利き目ではない可能性がある。では、利き目が適切でない場合の解決策はないのかと言えばあ

る。それは打撃スタンスを変えることである。実際に打撃スタンスを変えることで大幅に打つように

なった右バッターがいる。それは中日ドラゴンズの 4 番打者であるブランコ選手である。彼は利き

目が左利きの右バッターであった。当初はスクウェアスタンス（両足をホームベースに対して平行に

置く）で構えており、利き目とは逆の左目でホールを捉えようとしていたため正確性が落ちていた。

しかし、オープンスタンス（投手側の足をホームベースから遠ざける）に変えることで利き目の右目

でボールをしっかり捉えられるようになり、今では不動の 4 番打者でチームに欠かせない存在とな

っている。 

    別の例としてもう 1 つ挙げれば、ゴルフも利き目が重要な要素となっている。パッティングやド

ライバーショットにおいてボールの置く位置を意識したことはあるだろうか？実はボールの真上に

利き目を置くことでパッティングやドライバーショットの精度は高くなる。これは利き目とそうでな

い目の働きが異なっていることが原因である。利き目は常にモノを正面から見て方向を定める機能を

もっており、対して利き目でない目はモノを横から見て距離をつかむ機能をもっている。よって、ボ

ールの真上に利き目を置けばボールをまっすぐ打つことができる。反対に、ボールの真上に利き目で

ない目を置けばボールを打つ際に打点のズレが生じてしまい、ボールがフック（左曲がり）やスライ

ス（右曲がり）してしまうのである。 

    このように、利き目を意識することで上達するスポーツがいくつもある。弓道やアーチェリー、ダ

ーツやビリヤードといった狙いを定める必要のあるスポーツにおいても利き目は重要である。また、

利き手との関係性も重要である。例えば、野球は先にも述べたが利き手と利き目が異なる方が、ダー

ツやビリヤードは利き手と利き目が同じ方が有利とされている。今後、何かスポーツを始めようと思

うのであれば「利き目」を意識してみると上達しやすいかもしれない。 

    

 引用文献 

（1）Takashi A, Shigeru I, Akemi T, “Characteristics of Hand, Foot, Trunk side, and Eye Domiinance in University 

Athletes,” Society of Biomechanisms Japan, 1983, 35 - 45. 

（2）Sugiyama, Y. et al, “Eye Dominance, Visibility, and Putting Performance, In Science and Golf Ⅳ,” Proceedings 

of the World Scientific Congress of Golf, 2002, 151 – 155. 

 参考 URL 

Number Web（ナンバーウェブ）：http://number.bunshun.jp/ 

Variety Football：http://www.fujix.co.jp/varietyfootball/index.html 
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 高血圧を防ぐためには？ （電子システム工学専攻 美山遼 10621032） 

近年、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の患者が増加している。日本人の 1 年間

の全死亡者のうち、60％以上は生活習慣病である、がん・心臓病・脳卒中で亡くなっている。これ

らの病気は、日常の生活習慣を見直すことにより相当程度予防できるとされている。生活習慣病にな

りやすい原因には、不規則な生活や過労、ストレス、飲酒、喫煙などが挙げられる。睡眠時間が不規

則である、食事の時間がまちまちであるなど、不規則な生活は生活習慣病を引き起こす原因となる。

また、血圧や血糖値はストレスによって上昇することがわかっている。そのため、過労やストレスを

うまく解消することで、生活習慣を予防していく必要がある。 

生活習慣病の１つに高血圧症が挙げられる。では、そもそも血圧が高いと何が問題になるのだろう

か？ 高血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際、その圧力が基準値以上の状態が続く状態のこと

を指す。圧力が高いと血管が傷つく可能性が高く、脳や心臓などの重要な部分の血管に傷がつくと、

生命の維持に危険な状態に陥ることもある。高血圧の自覚症状には、頭痛やめまい、肩こり、むくみ、

動悸などが上げられるが、これは他の原因によるものと区別することが難しい。さらに、これらの高

血圧の症状は、血圧値がよほど高くない限り自覚症状としてあらわれないため、気付かないうちに進

行し、脳梗塞や心筋梗塞、腎不全などの生命の維持に関わる合併症を引き起こしてしまうことがある。

これらのことから、高血圧症を放っておいたままにすると、生命が非常に危険であるということがよ

くわかる。 

先に述べたように、ストレスは高血圧症に影響を及ぼすとされているが、これらの関わりについて

は明らかにされていないことが多い。そこで、Hilmert らは、日常生活におけるストレスが血圧や身

体的症状に与える影響を調べた(1)。56 人の学生に 5 分間のスピーチを課し、血圧の変化を測定し

た。また、日常生活における血圧の反応性を調べるために、15 日間にわたり、被験者に対して身体

の調子やストレスの度合いに関するアンケートを行い、これらを定量化した。この結果より、血圧の

反応性が高い人は、そうでない人と比べてストレスによって頭痛や吐き気などの身体的な症状が出や

すいということが示された。 

継続的な運動は、高血圧の予防や改善に有効であるだけでなく、急性的なストレスによる血圧の上

昇を抑制する効果があることがわかっている。しかし、慢性的なストレスによる安静時の血圧上昇を、

継続的な運動が軽減する効果ついては明らかになっていない。そこで、丹らは、ラットを用いて継続

的な運動がストレス性高血圧に及ぼす影響を調べた(2)。電気ショックによるストレス負荷のみを与

えたラット群と、ストレス負荷と同時に回転車輪を用いた運動を行わせるラット群、いずれも行わな

いラット群に分けて実験を行った。この結果、継続的な運動により、慢性的なストレス負荷による安

静時の血圧上昇は抑制されることが分かった。つまり、継続的に運動することはストレス解消になり、

高血圧を予防することにつながるのである。 

Devereux らは、規則正しい運動を行うことにより、睡眠時

の血圧を下げられるとした(3)。21 歳前後の 13 人の被験者に、

両脚のみを使う運動を 4 週間課し、その前後での収縮期血圧や

拡張期血圧などを測定した。この結果、実際にこの運動には血

圧が低下する効果が見られた。 

以上のことから、高血圧症を予防、あるいは改善するために

は、日常生活におけるストレスをうまくコントロールすること

や、日常的な運動習慣を身につけることが不可欠であると考え

られる。 

 引用文献 

（1）Hilmert CJ, Ode S, Zielke DJ, Robinson MD, Blood pressure reactivity predicts somatic reactivity to stress in 

daily life, Journal of Behavioral Medicine 5, 2010 

（2）丹信介, 曽根涼子, 継続的な運動がストレス性高血圧に及ぼす影響, 体力科學 57, 718, 2008 

（3）Devereux GR, Wiles JD, Swaine IL, Reductions in resting blood pressure after 4 weeks of isometric exercise 

training, European Jounal of Applied Physiology 109, 601-606, 2010 

 参考文献 

（1）半田俊之介, 血圧が高く脳卒中・心臓病が気になる方へ, 主婦と生活社, 2005 
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 マリーシアに対する判断     電子システム工学専攻 田路翔一 10621019  
サッカーの試合中、ボールを持っている選手が相手選手にタックルされてファールになるという場

面が多々ある。ファールが悪質な場合、タックルした選手は審判に警告を出される、あるいはあまり

に悪質な場合は一発退場になることもある。ファールを受けたのがゴールに近い位置ならばフリーキ

ックを直接狙えるチャンスになり、ペナルティエリア内ならばペナルティキック(ＰＫ)をもらい得点

の絶好のチャンスになる。このような理由があるので、攻撃側の選手は相手のゴールに近い位置でフ

ァールをもらいたがる。 

ところで、試合中ファールをした選手が審判のジャッジに対して抗議している場面を多く見る。抗

議したところでジャッジがくつがえることはまずない。それにもかかわらずなぜ選手は抗議をしてい

るのだろうか？リプレイを見ると、確かに足がかかっているなど本当にファールをしていることが多

い。ただしたまに、接触していないのに、ボールを持っている選手があたかも足をかけられたかのよ

うにして自分でわざとこけている場合がある。これをシミュレーションという。シミュレーションを

するのは、ファールをもらうことでフリーキック、あるいはＰＫによる得点のチャンスを得るためで

ある。また、うまくいけばファールをした選手にイエローカードやレッドカードを与えることができ

る。シミュレーションをしたことが審判にばれると、その選手は警告を受ける。また、国際サッカー

連盟 FIFA によりシミュレーションをした選手には断固たる処置として罰金制度がもうけられている。

実際、2002 年日韓ワールドカップのブラジル vs トルコ戦において、ブラジルのリバウドがトルコ

の選手からボールを受け取った際、足にボールが当たったのに、顔を手で覆い倒れ相手選手を退場さ

せた、という行為に対して、FIFA はビデオ検証の結果この行為をシミュレーションと認め、リバウ

ドに約 90 万円の罰金を課したという事件があった。これは結果的には試合後のビデオ検証によって

シミュレーションと認められたが、この試合自体はトルコの選手が一人退場したままで最後まで行わ

れた。シミュレーションが審判にばれなかった場合によくあることで、ミスジャッジということにな

る。ミスジャッジの原因として、審判の見ていないときや見えにくい位置であったというのがある。

また、その他の選手からの反応や観衆の反応などがミスジャッジを引き起こすこともある(1)。 

シミュレーションなどの反スポーツ行為を、日本のサッカーではマリーシアと呼ぶ。マリーシアに

はシミュレーション以外にも、時間稼ぎなどの行為も含まれる。ただし、マリーシアをこのような反

スポーツ的意味で用いるのは日本だけであり、本来の意味は駆け引きにより試合を優位に進めるとい

うところにある。日本人にはマリーシアが足りないとよくいわれている。南米の選手などはマリーシ

アがうまい。プロの世界において、サッカー選手として生き残っていくのは相当難しい。ある程度の

実力があっても結果を出して認められなければならないのである。特にプロになれなくても就職でき

る会社がある日本と違い、南米などでは成功しなければ貧困から抜け出すことはできない。そのため

トップの選手にならなければならないという義務感から必死になる。もちろん、マリーシアを使わな

い綺麗なサッカーが理想であることは間違いない。しか

し、一流のディフェンダーを相手に得点すること、また

一流のオフェンスを相手に守ることは容易なことではな

い。たいていは一流相手に結果を残して成功するには自

分の実力以上のものを見せなければ生き残っていけない

のである。このような想いがマリーシアを生み出してい

るということもできるのではないだろうか(2)。 

リバウドがワールドカップでしたようなシミュレー

ションなどは反スポーツ的行為でありしてはいけないこ

とである。ただし、プロの世界においてマリーシアが良

いか悪いかをいうことはできない。南米などの選手は生きていくためには結果を残すことが必須であ

り、一流相手に結果を残すにはマリーシアを使って成功する義務があるからである。 

 引用文献 

(1) Paul H. Morris, David Lewis, “Tackling Diving: The Perception of Deceptive Intentions in 
Association Football(Soccer)”, Springer Science+Business Media, 16 September 2009 

(2) Motti, “マリーシアの必要性”, WORLD SOCCER KANSENKI, 2005 

 参考文献 

樋口大輔，”ホイッスル！”，集英社文庫，2006 
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 ストレートとカーブの投球動作の運動学 （電子システム工学専攻 正木康寛 10621030） 

野球の投手は，試合に勝つことを目的として，様々な球種を投げる必要がある．さらに投手は，練

習や試合において投球動作を何度も繰り返す．そのため投手の肩や肘は，通常では考えられないほど

酷使される．関節周囲の筋肉，靭帯，腱などの組織は，酷使により疲労し，機能が低下する．その結

果，関節の機能に不均衡が生じ，肩や肘に障害が発生する可能性が高くなる．投球障害の発生は，ほ

とんどの場合，酷使が関与しているとされている．障害の発生を予防する．もしくは，できるだけ早

い段階に障害を発見するためにも，個々の投手の投球動作を記録し評価することが重要である． 

投球動作には，アームコッキング相，加速相，減速相，に分けて評価した（下図）． 

（Dillman et al,1993;Fleisig et al,1995,Barrentine et al,1998） 

 

アームコッキング相は，踏込足が地面に接した時点（FP）から，肩関節が最大外旋位（MER）に

達した時点までとした．加速相は，MER から始まり，ボールリリースの時点（BR）までとした．減

速相は，BR から始まり肩関節が最大内旋位（MIR）に達した時点までとした． 

 投手は，野球の試合において，打者の予想を妨げるために変化球を投げる．それを成功させるため

には，ストレートやカーブといった．異なる球種において，他者から見た投球動作の外見的な違いを

軽減する必要がある．測定結果から得られた投球動作には，ストレートとカーブにおいて手首と前腕

の運動に顕著な違いが見られた．カーブ投球時においては，FP から MIR にかけて前腕がより回外し，

ストレート投球時には MER から MIR にかけて手関節がより伸展していた．この結果は，Barrentine 

et al,（1998）と Sakurai et al.（1993）の報告と同様の結果を示している．これらに加えて本結

果から，BR において，カーブ投球時の手関節は，ストレート投球時よりも尺屈位にあることが認め

られた．カーブ投球時の手関節の尺屈は，加速相（MER-BR）で大きくなり減速相で（BR-MIR）に

て小さくなっていた． 

ストレートとカーブの投球動作を運動学・動力学解析した結果，投球姿勢に関して，カーブとスト

レートには，手関節の屈曲・尺屈と前腕の回外の姿勢に差が認められた．それ以外の運動学パラメー

タには，ストレートとカーブ間の差に有意差が認められるものもあるが，その差が非常に小さく，顕

著な違いは認められなかった．そのため，カーブ投球時には，ストレート投球時とほぼ同等の投球姿

勢を取っているといえる．動作学解析から，肩関節に関してカーブはストレートより負担が少ないか

ほぼ等しい．肘関節に関してカーブはストレートより負担が大きいかほぼ等しいことが明らかになっ

た． 

これらの結果を踏まえて野球の試合を観戦すると変化球の時と直球の時の動作の変化などを観察

でき野球観戦の新しい面も見られるのではないかと考えられる． 

 引用文献 

（1）Ae, M, Tang, H, & Yokoi, T. (1992). Estimation of inertia properties of the body segments in Japanese 

athlete, In Biomechanism 11 Edited by The Society of Biomechanism, 23-33 Tokyo Japan: Tokyo 

university press. 

（2）Ae, M,Tang, H, & Yokoi, T. (1992). Estimation of inertia properties of the body segments in Japanese athlete, 

In Biomechanism 11 Edited by The Society of Biomechanism, 

 参考文献 

ピッチングの正体，手塚一志，ベースボールマガジン社，1998 
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 ヒトの運動と視覚フィードバック系 （情報工学専攻 永田和信 10622027） 

ヒトが運動するとき，五感の入力に対して反応していると考えるのは間違いだと『ヒトの運動と視

覚フィードバック系』と題された論文において斉藤進氏は述べている．ヒトの視覚・聴覚・触覚など

に相当する機能を持たせた，入力に対して反応しているロボットの動作はぎこちなく，人間が日常で

行うなめらかな動作とだいぶ様子が違うことから導きだされた結論である．ならヒトはどのように動

作をしているのかというと，斉藤氏は以前の実験で，ヒトの動作は入力に対して一定の遅れ時間をも

って反応する反応制御動作と，入力と同時に反応をする予測制御動作の 2 種類であることを示してい

る．つまり，ヒトは五感の入力に対して行う反応と，どのような入力が来るかを予測することで入力

と同時に行う反応の 2 つがあるということだろう．今回の論文では入力に応じて適応的に変化する予

測制御動作の特性を理解するために，いくつかの運動制御系を取り上げて，感覚フィードバックを無

くしたときに，その系がどのような性質を示すのかを実験的に検討している． 

まず，歩行と視覚フィードバックの実験では，広い実験室と長い坂道を利用して，平地歩行や坂道

歩行の歩幅が，視覚フィードバックの有無でどのように変わるのか測定を行っている．平地で歩くと

きは，眼を開けて歩いても，眼を閉じて歩いてもその歩幅はほとんど変化がない．坂道で歩くとき，

上り坂でも，下り坂でも，歩幅は眼を閉じると明らかに小さくなっている．斉藤氏はこれが予測制御

に従って行われているものとしている．坂道で眼を閉じて歩く機会など滅多にないが，たしかに眼を

閉じて歩くと，先に何があるか分からないので歩幅が小さくなりそうだ，しかし，平地で歩幅がほと

んど小さくならないのはなぜだろうか．坂道に比べて平地の方が感覚的には危険が少ないような気が

するが，それでもつまずいたりする可能性があるため歩幅がもっと小さくなってもよさそうなもので

ある．これは推測でしかないが，ヒトは眼を閉じた状態で平地に立たされると，周りも凹凸のない平

地と無意識に仮定しているのかもしれない．それなら周りの状況を予測でき，歩幅を短くする必要も

あまりなくなる．一回，自分の周りに障害物が多数あるのを眼で確認させてから同じ実験を行うとま

た異なる結果になるかもしれない． 

斉藤氏は手と足の運動と視覚情報についての実験も行っている．眼を開けてスクリーンに線分を書

いた場合に比べ，眼を閉じてスクリーンに線分を書いた場合，線分の長さが短くなり，眼を閉じて空

間に線分を書いた場合はさらに線分の長さが短くなった．眼を開けて空間に線分を書いた場合は大き

な変化は見られなかった．足においても似たような実験を行い，同じような結果が得られた．実験の

結果からは手の動作と足の動作に対する入力の遮断は，同じような形で動作の変化をもたらした．こ

れは実際に実感したことがある人も多いのではないだろうか，実際にやってみると確かに短くなる．

この論文は予測動作の特性を調べた結果について書かれているだけので，その理由については書かれ

ていない．眼で距離が測れないのでどの程度腕を動かせばいいか予測がつかず，精度の低い腕を動か

した感覚と書いている感覚のみで距離を計るので短くなるのだろうか．それならば逆に長くなっても

いいはずである．もしかしたら普段は予測して線を引いているので腕を動かした感覚や書いている感

覚が少なく，眼を閉じている場合はその少ない感覚と同じ量だけ腕を動かしているため短くなるのか

も知れない．空中に線分を書く場合も腕を動かしている感覚のみとなるためさらに短くなっているの

かも知れない．ここまで推測を述べてきたが，実際のところがどうなのかは全く知らない．しかし，

もうすでに誰かが研究・実験し，正確な理由を導きだしている可能性があるため，また機会があった

ら調べてみるのも面白いかもかもしれない． 

眼の動きと視覚情報処理系の実験では，まぶたさえ開いていれば何も見えなくとも，ほとんど正確

に眼球を動かすことができ，これに対してまぶたを閉じてしまうと眼球運動は不安定となり，小さな

動きができなくなるということが示されている．斉藤氏はまぶたさえ開いていれば普通に外界を見て

いる時と同様に，視対象を探すための機構が働いているのかもしれないと述べている．これには同意

見であるが，証明がなされていないのでこの不可思議な現象の真相を誰かが突き止めてくれることを

期待している（あるいはもう証明されているかもしれないが）． 

最後に斉藤氏は視覚系による入力がないときには，体内時計のクロックにより，はじめて制御され

た動作を行うことができるであろうと述べている． 
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• 意図せずに覚えたものは忘れにくい？ （情報工学専攻 森田清隆 10622036） 

私たちは日常の生活において、意図するしないに関わらずたくさんのものごとを記憶している。記

憶したものは長い間保持されるものもあれば、すぐに忘れてしまうものもある。覚えておくものと忘

れるものを自分で選択できればいいのだが、残念ながらこの処理は脳に任せることになる。そのため、

大事なことはうっかり忘れてしまい、どうでもいいことに限って覚えていたりするというのはよくあ

ることである。 

それでは、覚えようと記憶したことと、意図せずに記憶したことに記憶の保持期間の違いはあるの

だろうか？それを検証する一つの研究として、潜在記憶において意図的に学習した記憶と偶発的に学

習した記憶について記憶の保持期間を比較したものがある（１）。潜在記憶とは、思い出すという意

識を伴わずに先行経験を再現する記憶のことをいう。 

この研究で行われた一つ目の実験は、被験者に覚えるのか忘れるのかの指示と同時に単語を見せる

ことで学習を行った後、5 分・1 時間・2 週間・4 週間のインターバルをおき潜在記憶の評価を行う

ものである。この実験において、覚えるように指示した場合は意図的な学習、忘れるように指示した

場合は偶発的な学習が行われたとして評価している。実験の結果、意図的に学習した方は、学習直後

の成績は高いものの、インターバルが長くなるにつれて成績は徐々に低下していった。それに比べて、

偶発的な学習の方は、2 週間後の成績を除けば成績の低下はほとんど見られず、4 週間後になると意

図的な学習より成績が高くなった。 

別の実験として、スライドに横書きの単語を縦に３つ並べ、被験者に一番上ないし一番下の単語を

覚えるように指示を出し学習を行った後、5 分・１時間・１週間のインターバルをおき潜在記憶の評

価を行った。この実験において、覚えるように指示した単語は意図的な学習項目、それ以外の２つの

単語は偶発的な学習項目として評価している。実験の結果、意図的な学習条件の記憶成績は、インタ

ーバルが長くなるにつれて低下していった。それに対して、偶発的な学習条件の記憶成績は 1 時間後

に一時的な低下が見られたが、5 分後と 1 週間後においては成績がほぼ等しかった。 

上記に示したいずれの実験においても、インターバル条件の最初と最後を見れば、偶発的な学習は

意図的な学習よりも記憶を長期的に保持する結果となった。ただ、偶発的な学習はインターバル条件

内で部分的に成績の低下が見られた。このような結果になった原因について、この研究の研究者は偶

発的な学習においてレミニッセンスの効果が働いたのではないかと考えている。レミニッセンスの効

果とは、学習直後よりも一定時間後の記憶成績が良いというものである。ただ、今回見られたものは

一般的なレミニッセンスの効果よりも成績の低下時期が遅い。よって、偶発的に学習した記憶には特

有の長期的レミニッセンスの効果が働くものと考えられる。 

この研究の結果から、長期的レミニッセンスの効果により、偶発的に学習した潜在記憶は意図的な

学習よりも長期的に保持される可能性が示唆された。つまり、必死に覚えようとしたことよりも、た

またま頭に入ったことの方が忘れにくいということである。この結果は、記憶の保持が私たちの意図

に反するというとても意外なものである。この結果に従えば、長期的に記憶しておきたいものは意図

して覚えるのではなく、偶発的に覚えることを意図して行った方がよいことになるのだろうか。記憶

の保持はなかなか思い通りにならないものである。 

ただ、この研究は、あくまで潜在記憶に関することであり、学校のテストなどのように思い出すと

いう意識を必要とする場合における記憶については当てはまらないことに留意したい。 

• 引用文献 

（1）松田 憲, 太田 信夫, 楠見 孝, 偶発学習による潜在記憶の長期的レミニッセンス効果， 日本認知
科学会, Vol. 10 (2003) , No. 2 pp.207-222  
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 バッターの筋力とその打球飛距離 （情報工学専攻 赤坂謙二郎 10622002） 

野球とは、チームの得点を競うスポーツである。当然、野球の試合に勝つには、点を取らなければ

ならない。そして、点を取るためには、ピッチャーの投げたボールを打つこと、すなわちバッティン

グが重要な要因となる。そのため、バッティングにおいてボールを遠くへ飛ばすこと、すなわち打球

飛距離の増加は、野球選手たちにとって、日々トレーニングに励む目的の１つだと言える。 

さて、打球飛距離を大きくするには、一体何が必要なのだろうか。打球飛距離は、打球の初速度と

回転数によって決まる。打球の回転数は、バットとボールの当たる角度で異なり、動体視力なども大

きく影響する。また、ミートポイントに関しては、バットに対してボールを正確に当てる巧みな技術

も関与する。一方、打球の初速度は、インパクト直後のボールにどれだけのスイングスピードを与え

られるかで決まる。つまり、速くかつ力強いスイングは打球スピードを増加させ、打球飛距離の増加

に繋がることを意味している。これらのことから、バッティング動作は技術的側面と体力的側面に大

別でき、この体力的側面は、技術の制限因子にもなる反面、技術を活かす因子にもなる。したがって、

打球飛距離を大きくするには、正確にバットをスイングする技術を磨くと同時に、その技術を活かす

ための、またスイングを速くかつ力強くするための、体力的基盤の改善が必要不可欠なのである。 

野球選手を対象として、筋力トレーニングが打球飛距離にどのように影響するかを調べた研究があ

る。この研究では、大学野球選手に対し、バットのスイングに必要となる筋のトレーニングを約２ヵ

月間定期的に行わせ、トレーニング前後における打球飛距離を測定、比較した。これによると、実験

として採取した打球飛距離は、トレーニング前後において有意な増加を示さなかったが、トレーニン

グした筋については有意な向上を示し、また被験者全員が、実験後日の試合やバッティング練習にお

いて、打球スピードが速くなったことや打球飛距離が伸びたことを報告している。この結果に対し、

著者である永松邦夫氏は、打球飛距離は筋力のみならず、スイング動作の技術によっても変動するた

め、今回の実験では向上した筋力をうまくボールに伝えることができなかったと考察し、また後日の

被験者からの報告から打球飛距離の増加における筋力トレーニングの有効性は推察できるとしてい

る。 

次に、アメリカのメジャーリーグに目を向けてみよう。本場のメジャーリーガーたちは日本人野球

選手に比べて体格的に恵まれているため、日本人選手より強い筋力を持つ。2003 年にメジャー入り

した松井秀喜選手は、打率に関しては日本にいた時と大きく変わっていないが、本塁打数は日本にい

たときのそれと比べて大きく減少しており、メジャーリーグの本塁打数ランキングに名を連ねるよう

な選手たちと比べてもその差は大きい。また、メジャーリーグでは、日本に比べてスライダーやフォ

ークよりもはるかに変化量の小さいムービングファストボールや 2 シームを多用するピッチャーが

多い。このため、バッターの予測が外れたスイングは、空振りにならずに、芯を外してバットに当た

ってしまうことになる。このとき、筋力の強いメジャーリーガーなら、その力によって打球の初速度

を得、本塁打にすることもできるが、筋力で劣る日本人選手では大きい初速度を得ることができず、

結果として凡打になってしまうのである。 

バッティングにおいては、インパクトしたボールに理想的な回転数を与えるためのバットコントロ

ールを得るためには、トレーニングによって筋力を得ることが必要不可欠である。また、インパクト

したボールに十分な初速度を与えるためのスイングスピードを得るためにも、トレーニングによる筋

力の確保は必要不可欠である。野球に限らず競技スポーツにおいて、トレーニングによる筋力の向上

は、力強いプレーを実現するとともに、それに裏打ちされた巧みなプレーを可能にする。スポーツに

励む人が例外なく筋力トレーニングなどの体力的基盤の向上を行っているのも、筋力を鍛えることの

重要性を暗に示していると言える。 

 引用文献 

（1）永松邦夫，満園良一，“野球選手におけるウェイトトレーニングが体幹部の動的パワーおよび打球飛距離に及ぼす影響”，

久留米大学健康・スポーツ科学センター研究紀要 13，pp.7-13，2005-12． 
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      乗り物における「座」（物質工学専攻 田中佑介 10615028） 

自動車などの乗り物による移動における「座」に求められる性能の一つに乗り心地というものがあ

る。一般に乗り心地が良ければ長時間の移動に対しても疲れが少なく、車酔いになるリスクも少ない。

一方乗り心地が悪いと短時間の移動でも疲れ、車酔いになるリスクも大きい。自動車に乗る上で、ど

れだけ綺麗な外装、内装を施しても乗り心地が悪ければすべて台無しになってしまう。そのようなこ

とから自動車を作る上で乗り心地を定量的に評価することは非常に重要なことである。 

乗り心地性能評価は振動データ計測とそれを感覚量に変換する定量化プロセスからなる。定量化プ

ロセスは British Standard6814 などで規定されている手法を用いることで快／不快の一次元尺度

で指標化することができる。データ計測についてはフロアやシートなど人間－車両インターフェイス

における振動データを計測するが、そこで問題となるのが、人間が単なる質量体ではなく振動系とし

て挙動することである。 

振動データ計測においてはまず、座位の人体への入力振動はシートクッションからの人体臀部に対

する並進 3 方向、回転 3 方向、シートバックから人体背部に対する並進 3 方向およびフロアからの

並進 3 方向からの振動加速度成分と定義されている。自動車の乗り心地評価のためにはそれらの加速

度成分を計測する必要があるが一般的に人間－車両インターフェイスは柔らかい素材でできている

ため、接触面形状を実際のものに合わせるか、十分に軽いものの計測系を使う必要がある。次に実車

による走行実験を行い、データを得る。 

人体がただの質量体ではなく振動系としてふるまうと述べたが、どのような振動系としてふるまう

かは剛体シートに着座した人体に対し加振し、各周波数における人体の応答を計測することによって

データを得ている。この実験結果によると人体は４～６Hz において主共振が観察され、８～１５Hz

において第 2 共振が観察された。さらに 2 次元正中面内における人体の実験モード解析により脊柱

の曲げ変形、頭部の回転運動、臀部組織の軸変形・せん断変形、内臓の上下運動、骨盤の回転運動の

様々な組む合わせからなる振動モードを抽出し、主共振は臀部組織の軸変形およびせん断変形により、

頭部～脊柱～骨盤の骨格全体が上下運動する全身モードと骨格と同位相で上下する内臓モードと胸

椎上部～頸椎の曲げモードに対応することが分かった。 

上記のことを踏まえて被験者を実車に乗せ、走行実験により乗り心地評価を行うことができるが、

ここでも問題が生じる。それは被験者の姿勢、緊張状態により振動の応答が大きく変化することであ

る。この姿勢、緊張によるデータのばらつきを最小限にとどめるためには、姿勢、緊張状態を細かく

規定するか、多くの被験者よりデータを得、それらの平均値を用いることが必要となってくる。しか

し、実際の製造現場でそれらの計測がいつでも行えるかと言うと、それは No である。過去にのジ心

地計測用の人体ダミーを開発した例がある。これらのダミーは前述の人体の周波数に対する応答に等

価な追応答が得られるように作られたものである。このダミーは低周波領域の上下方向のシートクッ

ション上の振動は被験者を用いずに評価できることに関しては有効であるが、高周波数領域でのシー

トバックを含めて様々な方向からの人体振動入力が乗り心地に寄与していることが分かっており、総

合的な乗り心地評価への適応へは限界があった。 

現在、このダミーにかわる方法として部分構造合成法を用いる手法が提案されており、それは人体

とシート、さらにシートクッションとシートバックに分解、さらにそれらをフレームとパッドに分解

し、それぞれを部分系とみなし、各部分の特性を個別に測定、計算により全体的な特性を予測し評価

するというものである。この方法では人体の特性の評価では多数の被験者を用いた信頼性の高いデー

タをデータベース化することができ、実際行う実験は人体を除いたその他のシート部分系の計測のみ

となり、不安定な人体系の特性計測を排除して効率よく安定したデータを得ることが可能である。 

このようにして乗り心地評価を行うことが可能であるが、実際は速度、路面などにより人間は様々

な感じ方をする。したがって自動車開発においては直接人体に触れるシートに合わせ振動発生部位を

改善することにより、バランス良く乗り心地を改善していく必要がある。 

 引用文献 

（1） 移動の「座」. 北崎智之 バイオメカニズム学会誌 Vol. 31, No. 1 (2007) 17-21 

 参考文献 

人体振動感覚特性とその評価, 日本音響学会, 加藤和人, 花井利通, 騒音振動研究会資料 N-94-38, (1994) 
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 バドミントンのルール改変によるプレースタイルの変化について 

 （電子システム工学専攻 杉本周平 10621016） 

皆さんはバドミントンという競技をどの程度知っているだろうか。近年では，女子バドミントン元

日本代表の小椋久美子選手と潮田玲子選手のペア，通称オグシオの登場により，バドミントンに興味

を持った人も多いだろう。しかし，それ以前からバドミントンという競技に対して興味を持っていた

人はそう多くはないだろう。バドミントンは 2006 年にルール改変が起こり，それまでのサーブ権

が無ければ得点が入らないルールから，ラリーポイント制つまりサーブ権に関わらずラリーに勝った

ほうに得点が入る方式に変更された。それに伴い１ゲームの得点が 11 点または 15 点から一律 21

点に変更されるなどのルール変更がされた。 

これまで，例えば柔道やスキー，バレーなどのように，競技の国際化に伴い，ルールの改変が加え

られた結果，それが競技そのものに大きな影響を及ぼした例は少なくない。バドミントン競技におい

ても新ルールに移行してから，スピード感があり，攻撃的なプレーに変化したとの評価はあるものの，

詳細な検証はされたことがない。そこで，試合中におけるラリー時間やラリー数，各ショットの滞空

時間などのラリー展開や，使用するショットに着目し検証を行っていく。 

まず，試合内容については新・旧ルールの間で大きな差は認められず，どちらかといえば新ルール

に移行してからの方が１打あたりの平均所要時間が長くなっていることがわかった。これは先に述べ

たスピード感がある試合展開になったという評価と全くの正反対の結果ということになる。この結果

はラリー時間を総ショット数で割ったものに過ぎず，個々のショット時間をそれぞれは測ったもので

はない。そのため当初の評価とは異なった結果が得られたと考え，次のような検証を行った。 

次の検証では個々のショットの滞空時間を測定した。その結果，新・旧ルールで異なる滞空時間の

分布があることがわかった。旧ルールでは，１秒を中心として正規分布していることに比べて，新ル

ールでは１秒未満の滞空時間の短いショットが大半を占めており，それと同時に小さい山ではあるが

滞空時間の長いショットももうひとつの分布の山をなしている。このことから新ルール導入後は，主

に滞空時間の短い攻撃的なショットの応酬がメインであり，その合間に例えば危険な局面を回避する

ために，滞空時間の長いショットを打ち体勢を整えるといった試合展開であることが推測できる。つ

まり，旧ルールでは緩急の変化が少なく，傍から見ればメリハリのない感じの試合であったのに対し，

新ルールが導入されたことで緩急の変化が大きくなったためスピード感のある試合といった印象を

与えていたと考えられる。 

私はルール改変以前にバドミントンをしていたが，確かに多くのプレイヤーが多くのつなぎ球，つ

まり滞空時間の長いショットを使用しており，時にはつなぎ球同士で数回のラリーを行うこともあっ

た。しかし，バドミントンにおいて滞空時間の長いショットというのは，自分の体勢も整う一方で，

相手が良い体勢でショットを打つ時間を与えてしまうことにもつながる。そのため相手は攻撃的なシ

ョットを打ちやすくなり，そのラリーを取られる危険性が大きくなる。それでも多くのプレイヤーが

多用していたのは，やはりサーブ権がなければ得点が入らない，つまりサーブ権によって得点が守ら

れているといった安心感があったからであろう。さらには，試合の長期化による疲れを考慮したとも

言える。勿論，意図的に滞空時間の長いショットを使用し，相手に攻撃的なショットをわざと打たせ，

守りで勝つプレースタイルもある。しかし，そのプレースタイルも旧ルールによる恩恵が大きく，新

ルールの導入によって試合が長引かなくなったことで，多少なりの不利を被ったことであろう。 

以上から，ルール改変がバドミントン競技そのものに大きな影響を与えていたことが明らかとなっ

たといえるだろう。したがって，今後のバドミントン競技で勝ち抜くためには，新ルールに合わせた

ストレングス・トレーニングとともに，そのプレースタイルや戦術にも大きな変換が迫られたことが

示唆された。これからのバドミントンは今までにも増して観ていて面白い，スピード感にあふれた競

技になっていくことであろう。 

 引用文献 

菊地直子，林直樹，バドミントンにおけるラリーポイント導入によるプレースタイルの変化について～女子シングルス

に焦点を当てて～，仙台大学紀要 Vol41，No.2，249-256，2010 

 参考文献 

   日本バドミントン協会 ウェブページ （http://www.badminton.or.jp/） 
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 シュートを打ってゴールする確率とは？ （電子システム工学専攻 木村佳史 10621010） 

シュート決定力の高いファンタジスタのシュートはいとも簡単にゴールしているように見える。デ

ィフェンダーやキーパーが一歩も動けずシュートが決まることがあるが、ディフェンダーやキーパー

は、そのシュートの動きが見えていないとも言える。またファンタジスタはドリブルでディフェンダ

ーの逆をとったその瞬間にシュートを決める場合がある。これはどんな体勢からでも、いつでもシュ

ートが打てる動き方をしているからである。 

このようにファンタジスタたちはボールをあたかも体の一部のように一体感をもちながらドリブ

ルしシュートを放つ。またヨーロッパや中南米のチームのパス回しのスピードはピンボールマシーン

のように速く、正確な柔らかいタッチである。このようにファンタジスタはボールとたわむれるが如

くシュートを打ってくる。 

シュートコースとしてはゴール付近にはゴールキーパーやそれ以外の選手がいるため、ゴール中央

へシュートを打ってもゴールキーパーにシュートを止められる可能性は非常に高い。そのためゴール

マウスの隅を狙ってシュートを打つことが多い。またキーパーの股の間や肘の下などの「ゴールキー

パーの泣き所」を狙うとゴールしやすくなる。 

それでは、シュートを打つときにどのような意識をもってシュートを打つと一番ゴールに入りやす

いのか？今回はゴールサイドを狙う場合について考えてみる。 

一般的にゴールサイドを狙って打つときに言われているのが、「ポストを狙って打て」である。実

際に、ゴールポストを狙ってシュートを打つと、50%の確率でゴールマウスの外に外れて、16％の

確率でゴールキーパーにセーブされてしまい、ゴールする確率は 34％である。試合本番では、シュ

ートが入らなくてもゴールマウスの枠内に打てば、相手のミスなどでゴールに結びつくこともある。

しかし、半分の確率でゴールマウスをはずしてしまうとその可能性もなくなってしまう。また、ゴー

ルマウスをはずさないようにサイドを狙ってシュートを打つと、それでも 5%の確率でゴールマウス

の外に外れて、74％の確率でゴールキーパーにセーブされてしまい、ゴールする確率は 21％と大幅

に下がってしまい、かえってシュートが入る確率は下がってしまう。次に、キーパーが届くギリギリ

とゴールポストの間を狙ってシュートを打つと、31%の確率でゴールマウスの外に外れて、31％の

確率でゴールキーパーにセーブされてしまい、ゴールする確率は 38％と一番高い確率でゴールする

ことが分かった。(1) 

結果として、ゴールキーパーが届かない場所とゴールポストの間を狙えば、一番よく入ることが分

かった。考えてみれば、当たり前のことを言っているようだが、常にそのように意識してシュートを

打つことが大事なのである。実際の試合中では、ディフェンダーからのプレッシャーや緊張で、コー

スを考えず、無意識にシュートを打ってしまいがちであ

る。そのようなシュートは正確さに欠けており、ゴール

マウスをこじ開けることが出来ない。だからこそ、シュ

ートを打つときには、毎回基本に立ち返り、しっかりと

狙うコースを意識して 1 本 1 本丁寧に打つことが大切な

のである。 

最後に、どのスポーツにおいても言えことであるが、

基礎技術が一番重要である。どのような動きにおいても、

根底にあるのは基礎技術である。うまくなるためには、

実践的な練習や応用技術も大切だが、基礎技術をおろそ

かにしている者は、期待しているほどたいした成長は見

込めない。うまくなりたいのであれば、地味でしんどい練習ではあるが、基礎技術をしっかりと身に

付け、常に基本を意識していくことが上達への一番の近道なのである。 

 引用文献 

（1）Missing well : Optimal targeting of soccer shots  Fredrick E. Vars 
      CHANCE Volume 22 Number 4, 2009 

 参考文献 

エリアの騎士，伊賀大晃・月山可也，講談社，2006 
サッカーの最適トレーニング，ユルゲン･ワイネック，戸苅晴彦，大林秀一，大修館書店，2002 
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 野球におけるボールスピード維持可能な投球数の評価 

 （電子システム工学学専攻 前田辰弥 10621029） 

野球の投球運動において常に初期のスピード水準を維持することは難しい。投球数の増加に伴いボ

ールスピードは低下する。その理由として医学的観点から見ると、投球の反復動作により筋腱の構造

的な損傷、あるいは末梢の循環不全などが原因として挙げられている。 

それでは、どのぐらいの投球数でスピードの低下が生じるのであろうか？大学硬式野球部に所属す

る男子 17 名(投手 11 名、野手 6 名)を被験者とし、ピッチャーマウンドから 18.44m 先に位置す

る防球ネットに向けて、20 秒間隔での 100 球全力投球を行った。被験者のうち、ある 1 名の投球

数とボールスピードの関係を Fig.1 に示している。 

Fig.1 は、100 球の投球におけるボールスピードの変化を、本実

験中に測定された最大値を 100％とした相対値で示したものである。

また投球数とボールスピードとの間で折線回帰分析を行い、残差平方

の和が最小となる組み合わせで 2 本の回帰直線を求めている。概観す

ると、ボールスピードは細かな変動を伴いながらも、およそ 50 から

60 球の範囲までは初期の水準を維持しており、それ以降では投球数

の増加に伴って低下する傾向にあった。また 2 本の回帰直線の組み合

わせを求めた結果、60 球までと 61 球以降の間で変曲点が得られ、

各回帰直線の傾きは 60 球までが 0.0074 であったのに対して、61

球以降では-0.0423 と負の傾きを示した。つまり 60 球までにおい

ては、投球数とボールスピードの間に相関関係はほとんど認められなかったが、61 球以降では有意

な負の相関関係が認められた。 

本研究では投球数 45 から 71 球の範囲において、被験者 17 名中 13 名にボールスピードが低下

傾向を示し始める「ボールスピードの変曲点」が認められた。野球の投球運動における全力投球の反

復には、ある投球数に達するとそれまでのスピード水準を維持することが困難となり、それ以降では

投球数の増加に伴ってボールスピードが低下傾向を示す「ボールの変曲点」が存在すると考えられる。

ザチオルスキーは運動の反復に伴う疲労について、しばらくの間はそれまでと同じように運動を続け

ることができる「調整可能な疲労」と、さらに運動を続けることによってそれができなくなる「調整

不能な疲労」の 2 つの段階があると述べている。本研究で示された変曲点は、この 2 つの段階の境

界になるものと考えられる。さらに変曲点は、投手群の方が野手群よりも比較的遅く示される傾向に

あり、また、変曲点が示されなかった 4 名の被験者はいずれも投手であった。一般に、投手は日常的

にレペティション形式での反復投球を行っているのに対して、野手はそうしたトレーニング内容が比

較的少ないからである。 

また投手、野手の各群内では、発揮するボールスピードが大きいほど変曲点を早く迎える傾向にあ

った。それは大きなボールスピードを発揮する代償として、ボールスピード低下の要因となる筋腱の

損傷や末梢の循環不全の程度が著しくなり、比較的少ない投球数で変曲点が示されるからだと考えら

れる。 

一般的に野球の試合で投手が 1 イニングで投げる投球数は 15 球程度であるが、ゲーム戦略にお

いて投手交代は 5 回あたりが目安だと言われている。それは本研究で投球数 45 から 71 球の範囲に

おいて変曲点が得られたという事実からも妥当だと考えられる。また最終回を任される「抑え」と呼

ばれるポジションはボールスピードの速い投手が任されることが多いが、ボールスピードの速い投手

は変曲点が早いため、投球数が多くなることは望ましくない。そのため「抑え」は 1 イニングのみを

任されるのが一般的なのである。こういった適正投球数を考慮することで、ゲーム戦略においてより

効率的に選手の能力を発揮できるような投手起用を行えるかもしれない。 

 引用文献 

野球の投球運動における反復法を用いたスピードトレーニングの適正投球数，森本吉謙，宮西智久 

 参考文献 

ザチオルスキー：江上殻訳（1972）スポーツマンと体力．ベースボールマガジン社：東京，pp.116-118. 
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 愛の告白の成功のためには何が必要？ （物質学専攻 岩佐智也 10615002） 

大学生にとって、恋愛はとても関心が高い問題であろう。しかし、恋人関係になるためには愛の告白

という重大な関門を突破しなければならない。心理学者の栗林によると１）恋愛における告白は「恋愛関

係の形成を目的として、特定の相手に自分の好意を伝達する行為」と定義されている。この特定の相手

に好意を伝えるという行為は、どうようにすれば、その成功率を上げることができるのだろうかという

ことに今回、焦点を当てて紹介する。 

 今回引用した文献 2）では、大学生 306 名（男性 149 名、女性 157 名）を調査対象として、告白経

験の有無、告白結果、知り合ってまでの期間、告白時間、告白場所、告白方法（直接対面、メール、電

話など）、告白内容（好意の伝達、交際申し込みなど）、告白までの行動、告白者の魅力（男性特性、女

性特性、人間特性）、告白時の恋愛感情の強さなどの項目について尋ねた。 

 これらの調査より面白い結果が得られた。知り合ってからの期間は「3 ヶ月未満」が最も告白成功率

が高く 81％。また、失敗している人の多くは知り合ってから「1 年以上」が多いという結果が得られ

た。告白時間は「0 時から 5 時」という深夜の時間帯で７５％と最も成功率が高い。告白場所では、「相

手の家」が 80％と最も成功率が高く、学校が最も低い 23％であった。確かに大学生で学校内での告白

の成功率の低さというのは、なんとなく分かる気がしてしまう。告白方法では、今回の結果からは成功

例と失敗例に優位な差は見られなかった。一般的に直接対面がいいという話をよく聞くが、やはり方法

は何であれ成功するときは成功し、失敗するときは失敗するようである。告白内容では、「好意の伝達＋

交際の申し込み」が最も例が多いが、最も成功率が高いのは、「交際申し込み」の 72％であった。一方、

「好意の伝達」のみでは、40.9％と最も低い結果であった。 

 また、告白までの行動では、「二人で遊びに行く」「二人で食事に行く」「家に遊びに行く」「特別な用

がないのに会う」「特別な用がないのにメールする」「相談事をする」「肩をたたいたり、体に触れる」「子

供の頃の話をする」などの経験があると成功率が高く、「個人的な話をする」「相手を口げんかする」「親

に紹介する」などでは、失敗率が高いという結果が見られた。 

告白成功者の魅力としては、男性、女性ともに外見が良いと告白の成功率が高くなる傾向があり、そ

の傾向は男性の方が強い。また、「趣味が多様」「熱中できる趣味がある」などの項目も男性、女性にお

いても成功率が高い。また、女性は「料理ができる」男性というのが魅力的に見えるようである。面白

いことに男性、女性においても「色気のある」「かわいい」「おしゃれな」などの「女性特性」が高い方

が成功者に多かった。これは、女性は女性的な魅力もった男性の方が親しみやすいと感じ、それが成功

につながったのではないだろうか。 

また、告白の成功率は男性の方が女性よりも高いということが分かった。また、告白時の恋愛感情の

強さは女性の方が大きく、男性は女性に比べ、成功する確率が高いと思ってから告白する傾向が見られ

る。それらより、以下のことが言えるだろう。男性はより慎重に行動し、より成功することにこだわっ

て告白をするのに対し、女性は恋愛感情の高まりにしたがって、告白していると言えるだろう。おそら

く、男性の方が成功率が高いのはそのためである。 

これらの調査より、最も重要なのは、短期間に関係を進行させ、二人だけで行動を行うことが重要で

あり、夜にどちらかの家で「付き合ってください」と明確に交際の申し込みを行うのが、最も成功率が

高いと言えるだろう。また、自身の魅力を磨き、特に男女共に女性的な魅力をつけるといいというのが

結論であろう。もし、あなたが愛の告白を行う際はこれらのことを考慮してみてはどうだろうか。 

 

 引用文献 

（1）栗林克匡 (2000). 恋愛における告白時の状況に関する研究 日本社会心理学会第 41 回大会発表論文集, 396-397 

（2）小島奈々恵, 大田真琴, 高木雪子, 深田博己 (2006). 恋愛における告白の成功・失敗の規定因 広島大学心理学研究第 6

号 

 参考文献 

(1) 栗林克匡 (2004). 恋愛における告白の成否の規定因に関する研究  北星論集（北星学園大学社会福祉学部）,,41, 75-83 

  (2) 菅原健介 (2000). 恋愛における「告白」行動の抑制と促進に関わる要因-異性不安の心理メカニズムに関する-異性不安

の心理的メカニズムに関する-考察-  日本社会心理学会大 41 回大会発表論文集,230-231 
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 生体膜を模倣した人工膜 （生体分子工学専攻 末吉優基 学生番号 09613012） 

生体内における分離機能は、腎臓のように老廃物を濾して体外に排出するだけでなく、情報をもっ

た特定の生理活性物質に対して高度な分子認識能を発現してその情報を細胞内へ取込み、さらに、界

面を介してトランスポータに代表される膜タンパク質によって高度な物質輸送を行うなどの精緻な

機能を有し、恒常性を維持している。すなわち、生体膜では、自発的に作動する複数の機能が生体膜

内部で高度にシステム化されたインテリジェント界面を構築し、情報や物質輸送などのベクトル機能

を伴って極めて高い選択透過性を実現している。一方、人工膜による分離技術が、海水淡水化、浄水、

人工透析、燃料電池等、われわれが快適な生活を送るために既に多くの分野において利用されている。

これら実用化されている分離膜の示す分離機能は主に分離対象物質の分子サイズに大きく依存して

いるが、生体膜がもつ精緻な機能を人工膜において実現し、さらなる飛躍的な透過性、選択性を得る

ことにより、膜分離技術は、省資源、省エネルギ－的な環境調和型かつ低負荷型のエコ（グリーン）

テクノロジーとして、エコロジー、エネルギー、エレクトロニクスならびにバイオロジー等の分野で

の貢献が期待される。この観点より、近年、機能性高分子に関する研究の一環として、分離膜素材と

しての機能性高分子の開発を遂行するために、合成高分子に留まることなく天然高分子である多糖、

ペプチド、DNA 等あらゆる高分子化合物を膜素材として採用し、その設計から特性解析までが多く

研究されている。このほとんどが生体膜の概念を合成膜に適用することにより、生体膜がもつ精緻な

機能を人工膜において実現させることを研究の最終目的としている。 

一例として、M.Zhoa などによる研究である酢酸セルロース膜による trans-スチルベンオキシド

の光学分割について述べる。分離膜による光学分割は、他の分離法と比較して、処理量、省エネルギ

ー、経済の観点から有利であり、さらに、スケールアップが容易に行なえる。医薬品、香料等の多く

は光学活性な化合物であり、ラセミ混合物からの光学活性な化合物の分離法の確立が求められている。

キラル合成は光学分割に比べて低コストであるが、キラルな中間体やキラル触媒が必ずしもあるとは

限らず、光学分割が時として必要となってくる。この観点より、酢酸セルロースより trans-スチル

ベンオキシドの光学分割膜を創成している。新規性・特筆すべき点としては、逆浸透膜素材として用

いられた膜材料であり、逆浸透をはじめとして、他の多くの膜分離における分離膜素材として用いら

れている、分子量１０万、アセチル化度が約４０%の酢酸セルロース（CA）を膜素材として用い、

キラル化合物における中間体として用いられる trans-スチルベンオキシドの光学分割を検討してい

る。CA をアセトン／DMF の混合溶媒に溶解した溶液を１０℃、相対湿度４０%の条件下にてキャ

スト厚み０．５mm でガラス板にキャストし、これを１０℃の水に浸漬することにより CA 非対称膜

を調製した。透過液は、trans-スチルベンオキシドをエタノール水溶液に溶解したものを用い、圧透

析により CA 膜の光学分割能を評価している。そして、キャスト溶液の CA 濃度、DMF 組成、製膜

時の乾燥時間、凝固バス温度、供給液のエタノール組成、供給液基質濃度、透析における圧力に対す

る光学分割能の依存性を検討している。結果として、最高で鏡像体過剰率９０%を超える値を示した。

また、trans-スチルベンオキシドの膜輸送速度は最高で 8mg m-2 h -1 を越え、大きな膜輸送速度を

与えた。酢酸セルロースは、分子インプリント膜によりラセミアミノ酸の光学分割を行なうことが既

に知られている。また三酢酸セルロースは、多糖の中で初めて、液体クロマトグラフィーのキラル固

定相として有効であることが明らかにされている。多糖は多くの不斉炭素を有していることより、こ

れらの報告に観られるように、光学分割膜素材としての可能性が期待される、グリーンポリマーであ

る。 

これらの研究の進展により、従来の化学反応を合成膜の中で物質透過を伴いながら行うことも可能

となり、反応と同時に分離・精製が行えるようになる。換言すれば、生体膜がそうであるように、化

学工業の一つの理想型であると考えられる、非平衡状態での化学反応の実現も可能となる。 

 引用文献 

（1）Enantioseparation of trans-stilbene okide using a cellulose acetate membrane, M.Zhao, Xu, Y.-D 

. jiang, W.-Z.Sun, W.-F. Wang, L.-M. Yuan  J.Membr. Sci.,336, 149-153(2009) 
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 携帯が振動している気がしませんか？ （機械システム工学専攻 谷口僚 10623029） 

ポケットの携帯電話が震えた気がして確認してみたら，何も着信していなかった．確かに震えたは

ずなのに・・・．このような不思議な経験をおもちでないだろうか．実はこの錯覚，米国では phantom 

vibration syndrome(幻想振動症候群)と呼ばれ，携帯電話を持つ多くの人が経験している現象だ． 
脳は視覚や触覚など多くの感覚情報を処理している．その処理過程で，まれに実際には起きていな

いことを捉えてしまう感覚に陥ることがあるそうだ．錯覚のバイブ着信もその一つである．こういっ

た錯覚に陥る理由は複数考えられるが，この例の場合，携帯電話が振動することに反応する感覚を脳

が学習してしまったために発生するとみられている．携帯電話をマナーモードに設定し，ズボンのポ

ケットに入れておくと，やがて太ももでの何らかの刺激を着信として学習するようになる．そのため，

太ももに携帯電話があたっただけで着信があったと認識してしまい，錯覚のバイブ着信が生じるとい

うメカニズムである．仮に，携帯電話ではなく，別のポケットに入っている財布が偶然太ももに当た

っただけでも，着信と捉えてしまう場合がある．大事なメールを待っているときなど，携帯電話利用

者が特に振動に用心深くなっているときに陥ることが多いそうだ． 

錯覚の研究は他にも行われている．H.N-. Ho らの温度感覚と触覚の統合メカニズムの解明に関す

る研究もその一つである(1), (2)．この研究は，対象物の温度が同じであるにも拘らず，対象物への触

り方によって，感じられる温度に変化が生じることを示している．被験者の片手と，任意に温度を変

更可能な複数の対象物を用いて，三パターンの実験が行われた． 

まず第一の実験は，中指とその外側の指（人差し指，薬指の二本）を用いる．外側の指の温度感覚

が，中指の温度感覚に影響するかどうかを調べるためである．最初に，指と同じ温度の対象物 1 を中

指に接触させる．もちろん，指と同じ温度であるので，中指は対象物 1 を温かいとは感じない．しか

し，この状態でさらに，外側の二本の指には温かい別の対象物 2 を接触させた．このとき，中指はど

う感じるのだろうか．この実験の結果，中指は対象物 1 を温かいと錯覚したと報告されている． 

第二の実験は，温度感覚がどのように共有されるかを調べるものである．まず，外側の二本の指（人

差し指，薬指）のみ，温かい対象物 2 に接触させる．その上で，指と同じ温度の対象物１に中指を接

触させた場合，それぞれの指が感じる温度感覚はどのように変化するのだろうか．結果は，外側の指

に感じる温度は低くなり，中指にも同程度の温度を感じた．錯覚が生じ，温度感覚が三本の指の間で

再分配されたためである． 

第三の実験は，温度感覚に対して，指の組み合わせが何らかの影響を与えるかどうか検討するため

に行われた．まず，人差し指と中指のみに温かい対象物２を接触させる．その上で，指と同じ温度の

対象物 1 に薬指を触れさせる．こういった場合，温度感覚が再分配され，三本の指に同一の温度を感

じることは第二の実験で示された．しかしここで，薬指の代わりに小指を用いた場合はどうだろうか．

この実験の結果，薬指の代わりに小指を用いた場合は，小指に感じる温度が低くなったという．温度

刺激の距離が遠くなると，刺激の分離をはっきりと感じられるようになり，錯覚が弱まるためだそう

だ． 

このように，与える温度や指の組み合わせ次第で，温かいものに触れていない指まで温かく，ある

いは温かいものに触れている指の温かさを弱めるような錯覚を任意に起こすことが可能である．なお，

将来的には，この温度感覚の錯覚を利用した温覚ディスプレイの開発を構想しているそうだ．このよ

うに，日常生活では触れることのないような特別な薬品を使用した研究だけでなく，普段経験する何

気ない錯覚の研究からも，このような新たな商品を生み出すチャンスが生まれる．もしかすると，冒

頭の携帯電話の錯覚からも，何か新商品が発想できるかもしれない．チャンスを見逃さないためにも，

大学での自分の研究を継続することはもちろん，錯覚を含めた日常生活の些細な現象ですらも，見逃

さないようにしたい． 

 引用文献 

（1）H.-N. Ho, J. Watanabe, H. Ando, M. Kashino, Perceptual thermal uniformity created by thermal referral, in 

Neuroscience, Washington DC, USA, No. 178.28/QQ35, 2008. 

（2）H.-N. Ho, J. Watanabe, H. Ando, M. Kashino, Role of Touch in thermal localization, in 9th International 

Multisensory Research Forum, Hamburg, Germany, 2008. 

 参考文献 

錯覚の心理学，椎名 健著，講談社現代新書，1995 

感覚と錯覚のミステリー―五感はなぜだまされる，日経サイエンス編集部編，日本経済新聞出版社，2007 
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 サッカー経験とパフォーマンス（生体分子工学専攻 新井智之 10613002） 

サッカー技術の中で、キックはシュートやパスなどに使われる重要な技術であり、その中でも特にインス

テップキックは、生物力学の研究対象に数多く取り上げられている。これまでのインステップキックの研究

では、キック時のボールスピードとキック脚のスイング速度の関係、キック時の関節固定の重要性について

調査されている。そこで、本研究では、キック脚速度とボール飛距離の関連について調べた(1)。被験者は、

小学生から大学生のサッカー部員とし、インステップキックによるキック脚スイング速度とボール飛距離を

計測した。その結果、各年代それぞれのキックスイング速度は、小学生が平均 51 km/h、中学生 63 km/h、

高校生 70 km/h、大学生 81 km/h となり、ボールの飛距離は順に 24 m、38 m、46 m、57 m であっ

た。次に、各年代の大腿筋量を MRI により測定した結果、高校生まで身体の成長にともない筋量は増加し続

け、大腿筋量の増加がスイング速度、飛距離に影響を与えたことがわかった。スイング速度、飛距離共に大

腿筋量との間に有意な正の相関が認められ、小学生＜中学生＜高校生≦大学生の順となった。 

しかし、更に結果からは、高校生と大学生では、筋量に大きく違いが見られないにもかかわらず、体格面

（身長、体重）、技術面、経験年数の個人差が影響しスイング速度やボール飛距離に有意な差が見られた。特

に、小学生間においてボール飛距離に大きく個人差が見られた。これらの結果に関しては、技術面 (経験年

数) の差であることが示唆され、技術を磨くことである程度カバーできることが考えられる。技術に関して

技術面が大きく定着されるゴールデンエイジ時（小・中学生）には、敏捷性や神経系の発達を促し技術的な

巧緻性を育成し、体格や筋量が顕著に増加する高校・大学生ではパワーを含めた総合的なトレーニングが重

要だと報告されている(2)。 

続いて、小学生におけるサッカーパフォーマンスと選択反応時間及び生物学的成熟度の関係に関する論文

を紹介する(3)。上記で、小学生間において体格が小さく筋量が少ない被験者でも、スイング速度、ボール飛

距離が優れている場合が見られた。この傾向は、サッカー経験による影響だと示唆されたが、サッカー経験

がボール飛距離だけでなく情報選択能力や身体能力にも影響するのか調査した。サッカーに限らずスポーツ

において周囲の状況を瞬時に判断・処理し、運動を発現することは重要な能力である。中枢での情報処理能

力と身体能力（パフォーマンス）とは密接に関連しており、外的状況の経時的変化に適切に対応することで

パフォーマンスに大きく影響することが考えられる。 

先行研究から、反応時間は中枢神経の情報処理能力を反映し、

単一の音刺激や光刺激に対してスポーツ選手の技術水準の高さと

反応時間の短さの間には有意な関連があることがわかっている。

本研究において、10-12 歳のサッカー熟練者 (クラブユース等に

所属、S 群)、一般的サッカー児童 (LS 群)、コントロール群（ス

ポーツ頻度週 2 日以下の一般児童、NS 群）を対象とし、単一刺

激ではなくスポーツ状況下で求められるような協調運動による選

択反応時間の違いを調査した。結果は予想通り、高いパフォーマ

ンスレベルにあるサッカー児童は、低いパフォーマンスレベルの

サッカー児童よりも選択反応時間が短い傾向が見られた。つまり、

高いパフォーマンスレベルと中枢情報処理能力の高さは相間関係

にあることが支持された。サッカー熟練者は非熟練者群およびコ

ントロール群と比較して特に 5 年生と 6 年生において、手足同時 (CRT)、手のみ (HRT)、足のみ (LRT) の

3 パターンの選択反応時間の中で、手足の協調運動や足の運動といったサッカー競技特性を反映したものが

より短い反応時間を有していた。サッカーは、ボールの運動や相手の動作等複雑な刺激変化から、目－頭位

協応運動を素早く的確に行ない全身的動作に反応させる。熟練者群はより高いレベルの集団でトレーニング

し非熟練者よりも迅速な目－頭位協応運動や全身的な動作が求められている。よって 1 年間そのような刺激

を受けた結果、5 年生以降に差が見られたことが考えられる。 

以上より、より高いレベルでのトレーニング、サッカー経験を経ることにより、パフォーマンスの向上や

運動選択反応時間の短縮につながったことが推察された。 

 引用文献 

(1) 谷口太一, 肥合康弘, 大石康晴, 青少年期のサッカー選手におけるキック脚速度とボールの飛距離の関連, 熊本大学教育学部紀要 

自然科学 第 57 号, 69－74, 2008. 

(2) 和田忠, 対馬清造, 少年サッカー選手の体格と技術との相関関係, 体育学研究, 14, 217, 1970. 

(3) 三好健夫, 広瀬統一, 福林徹, サッカーパフォーマンスと選択反応時間及び生物学的成熟度の関係, スポーツ科学研究, 2, 128－

136, 2005. 
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 魅惑のパンスト・靴下の「力」 （応用生物学専攻 小西貴大 学生番号 10611011） 

むくみという現象をご存じだろうか？むくみとは、体内の水分が皮膚の

下に溜まった状態のことを言い、血液中の水分が血管やリンパ管の外にし

み出すことによって引き起こされるものである。近年、デスクワーク等に

よって引き起こされるむくみが問題となっており、特に女性においては、

実に９３％もの女性が一日のうちにむくみを感じているということが分か

っている。 

そこで、日常生活の中で脚のむくみに関係しているであるものは何かと

考えた際、真っ先に思いつくものはシューズや靴下に代表されるフットウ

ェアであろう。ところが、シューズは用途や競技種目に応じて商品展開さ

れており、研究対象としてこれまで重要視されていたが、靴下やパンスト

に関してはあまり研究がすすめられていないのが現状である。そこで、今

回はこの靴下やパンストといったフットウェアに焦点を当てたいと思う。 

 ところで、素材自体に消臭や抗菌といった何らかの効果を持つもので作られている靴下や、製品に特別な

形状的設計を行って機能を付加した、たとえば段階圧パンストや五本指靴下といった靴下を総称して、機能

性靴下と呼ぶ。一般的に、これら機能性靴下による締め付けは、むくみを引き起こしたり、脚を疲れさせた

りといった悪影響を与えるものではないのであろうか？また、さまざまなむくみ対策を施したとされる機能

性靴下が現在販売されているものの、果たして本当に効果は見込めるのであろうか？ 

特定の運動を行うことによる、脚の筋肉疲労を測定した結果から（1）、脚部へある程度の圧力がかかること

によって、脚を流れる血流量の促進が起こり、筋酸素摂取量が増加することがわかった。これにより筋持久

力の上昇が誘引されたり、筋疲労度が軽減されたりといった効果が得られる。すなわちむくみや脚の疲れを

軽減する効果が得られるのである。しかし一方で、脚に対する強すぎる圧力は、筋肉がゆるんだ状態（弛緩

期）において、血管拡張による血流を阻害してしまうことにより、かえって脚の疲れを生み出してしまう。

そこで、筋疲労の軽減性を持ち、かつ快適性を失わない衣服による圧力を算出すると（1）、下腿部（ふくらは

ぎ周辺）では１５～２０gf/cm2 の衣服による圧力が、脚部（脚の甲周辺）では 40～50gf/cm2 の衣服によ

る圧力が与えられることが最適であるあることがわかった。これは、むくみ軽減効果のあるパンストとして

現在売られているものと比較すると、下腿部では現在中程度の圧力として売られているものが下腿部で２０

gf/cm2 であることから、適切な圧力であるということが分かる。また、脚部では締め付けが現行のもので

は圧力が弱すぎるため、今あるものよりも２倍程度の締め付けが必要であるといえる。また、男性用靴下に

おいても、現在筋疲労軽減効果があるものとして販売されているものは、下腿部で１７gf/cm2 程度である

事から適当であるといえるが、脚部については記載のないものが多く、適切な圧力が現在発売されている靴

下でかけることができるのかは定かではない。したがって、機能性靴下に関しては、現在発売されているも

のでむくみや足の疲れを軽減する事ができるものと考えられるが、まだまだ改良の余地があるものと考えら

れるため、さらに効果のある商品がこれから世に送り出されてくる事が期待できるといえる。 

機能性靴下はさまざまな種類が現在販売されており、また個人

によって製品による締め付けによる圧力も異なることから、どの

特定の製品がむくみ・脚の疲れに非常に有用であるということを

特定することは難しい。また、スポーツを行うときに履く靴下は、

パフォーマンスの向上や傷害予防につながるような、前述のもの

とは異なる専用性の高い機能を付加する必要がある。しかし、自

分に最も合った機能性靴下を見つけることで、むくみや脚の疲れ

を軽減することができるのではないだろうか。 

 引用文献 

（1）Satoshi Hosotani & Kenji Saitou ; Research on the Relationship between Clothes Pressure of the Functional 

Hosiery and Muscle fatigue of Lower Leg and Foot., デサントスポーツ科学, Vol.31, 42-31, (2010) 

 参考 web サイト 

TERUMO ホームページ http://www.terumo-womens-health.jp/web07/200805.html 

スリムウォーク http://www.slimwalk.com/ 

ソルボ http://www.sorbo-japan.com/ 
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 ダイナミックなプレーの裏では （先端ファイブロ科学専攻 井島幸輔 １０６５１００５） 

ある日突然肩が上がらなくて・・・．こんな体験談を耳にしたことがあるだろう．これは四十肩な

どと呼ばれ，「肩」の炎症によるものである．また，スポーツをするうえでも肩は大きな役割を果た

し，投げるという動作には肩の強さが影響する．「強肩」，「弱肩」であるかどうかはスポーツ，特に

球技においては重要な評価基準であろう．時には肩の強さが試合の勝敗を左右しかねないからである． 

ところが，頻繁に使うがゆえに違和感，故障を抱えやすく，選手生命を絶たざるを得ないケースも

少なくない．今回は，数ある球技の中でも比較的肩への負担が大きい「ハンドボール」を取り上げた．

ハンドボールのシュートには変則的なフォームが多く，肩への影響も無視できない．また，激しいコ

ンタクトがルール上認められており，肩以外にも大きな負担がかかる．こういったダイナミックなプ

レーが観客を魅了する一方で，選手のケガ，故障が後を絶たない．ハンドボールに限らず，全てのス

ポーツにおいて肩および肩関節損傷に対する治療や予防の研究が進められている． 

では，肩関節の損傷状況を見てみよう．既往を有するハンドボール選手の有症肩では，インピンジ

メント症候群（運動時の腱板の衝突に起因する肩関節の慢性障害）が多くみられる．これは，フォー

ムの不良，肩甲胸郭関節の機能障害，腱板の機能低下が原因で引き起こされると言われている．ハン

ドボールでは，競技中に投動作が頻繁に行われることに加えて，サイドからのシュートやディフェン

スの間を狙ったサイドスローでのシュートなど，無理な体勢からの投動作を行う機会が多い．使い過

ぎやフォームの不良が腱に異常な力を加え，インピンジメント症候群を引き起こしていると考えられ

る．実際にインピジメント症候群の発生割合は，バスケットボール３．５％，バレーボール２５％に

対し，ハンドボールでは４０％にさかのぼると報告されている．また，コンタクトプレーが許されて

いる競技特性から，投球方向とは逆方向への強いストレスが肩に加えられることもある．シュート時

にディフェンスと接触することは非常に危険であり，ルール上特に厳しい警告が与えられる． 

では，肩に過剰なストレスをかけずにシュートを打つにはどうすればよいのだろうか．先ほど述べ

たようにフォームの不良からきているとすれば，フォームの改善が挙げられる．そもそもシュートを

打つ際の体のメカニズムは，次のとおりである．まず肩，肘，手首，手の運動経過において順次にス

ピードをつける．そして，ボールを持つ手と腕，胴体のフォームが弓を引いたようなしなりの状態が

できあがり，このしなりの状態を返すことによって，体幹に近い肩から，末端の手に運動の力が移っ

ていき，速度，加速度は飛躍的に増加していく．特に，投動作の後半に見られるボールの水平方向へ

の加速が重要になっており，ボールを加速するためには肩，肘が手首より先行し，ボールを後方へ残

す動作によってボールの速度が大きく上昇する．つまり，理想的なフォームには，投動作における運

動連鎖の法則による腕のしなりを作り出す必要がある．この体のしなりを生かせないままシュートを

打つと肩に限らず肘，手首にも過剰な負荷がかかる． 

ところが，ここで問題が生じる．ハンドボールの試合において

は常に理想的なフォームでシュートを打つことができない．一瞬

の判断，動きが求められるゆえに，無理な体勢からのシュートが

多くなってしまう．選手自身は理想的なフォームを理解している

ものの，どうしても体，特に肩への過剰な負荷は避けられないの

かもしれない． 

 引用文献 

（1）花岡ほか，ハンドボール選手における肩関節機能と損傷との関係について，体力科学５４，１７９－１８４，２００５  

（2）山下純平，ハンドボール競技におけるシュート動作に関する研究，スポーツコーチング研究５巻第１号，２３－３４，２

００６ 

 参考文献 

高野亮，図解コーチ ハンドボール，成美堂出版，２００５ 

斉藤慎太郎，ダイナミックハンドボール 宮崎大輔 MODEL，グローバル教育出版，200７ 
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 なぜバスケはマイナーなのか？ （電子システム工学専攻 籔内美智太郎 10621033） 

私は本学の部活動でバスケットボールを行っており，本課題において自分の興味のあるバスケット

ボールに関する論文を読みたいと考えた．Google の論文検索サービス「Google Scholar」では

“Basketball”に対するヒット数が約 308,000 件であり，この分野はかなり研究されていること

がわかった．しかし“Football”が 614,000 件，“Baseball”が 360,000 件という事実と比較す

れば，若干見劣りする数字であることは明らかである．本題に入る前に，この事実について少し考え

てみたい． 

先日行われたサッカーW 杯の「日本×パラグアイ」戦の瞬間最高視聴率は 57.3％であり，TBS

の歴代視聴率 No.１となった．しかし NBA の視聴率はマイケル・ジョーダンが最後の優勝を飾る

1998 年の歴史的な試合においても 22.9％に留まっている．この注目度の違いはどこから生まれる

のであろうか．2005 年よりプロｂｊリーグが設立されるなど，バスケットボール自体に話題がない

わけではない．この問題はバスケットボールの普及を願うプレイヤーの間ではいつでも悩みの種であ

る．そして，視聴率が物語る話題性の問題がなかったとしても，我々プレイヤーにとってバスケット

ボールがマイナースポーツなのではないかという疑念は消えない． 

ともあれ，現在こうして本学においてバスケットボールが出来る環境が整っていることは幸せなこ

とである．以下では，今後の部活動に生かすべく本課題において得られたバスケットボールの知識を

まとめる． 

バスケットボールにおけるディフェンスには 2 つの抽象度が考えられる．この内，抽象度が低い

ほうの概念はディフェンスの基礎技術である。これに対してはディフェンスの構えの研究などがなさ

れている（１，2）．一方，抽象度が高いほうの概念はゲーム中のディフェンスの戦術行為である．こ

のことに関して論ずることは，バスケットボールの教育者・プレイヤーの両者の立場から意義がある

と考えられるが，既報の論文がなかったことが参考文献に挙げる「バスケットボールのハーフコー

ト・オフェンスにおけるディフェンス戦術について」のモチベーションとなっている． 

バスケットボールにおけるオフェンスはファスト・ブレイク，アーリー・オフェンス，ハーフコー

ト・オフェンスの 3 種類に大別される．ここではハーフコート・オフェンスにおいて，ディフェンス

がオフェンスにプレッシャーをかけられる距離でマークしている状態からドライブを行うというシ

チュエーションに注目したい．ゲームにおいて，オフェンスのうち 5 回に 1 回から 4 回に 1 回程度

はこのようなドライブがなされる．また，コーナーからドライブがなされるのはさらにそのうちの 5

回に 1 回程度となり，ガードかフォワードからドライブがなされることが多い．この点に関しては経

験をデータが裏付けている，もしくはデータを経験が裏付けているように感じる． 

さらに，ドライブからのシュートは，パスのあるなしに関わらず，非常に成功率が高い．ディフェ

ンス側からすれば，ドライブを制限区域（台形ゾーン）に入れないことが重要である．ディフェンス

の仕方のポイントとしては，ガードポジションのドライブはサイドラインへ，フォワードポジション

のドライブはエンドラインへ追いやるといった，ディレクション（方向付け）が重要になる．また，

個人での対応以外にも素早いヘルプによってドライブを制限区域（台形ゾーン）に入れないことも大

切になってくる。 

つまりバスケットボールにおいてもチームワークが大事であるということが示された．先日の試合

においてサッカー日本代表チームが示してくれたような，見るものを感動させるチームワークを示す

ことが出来れば，あるいはバスケットボールがメジャースポーツとしてゴールデンタイムに高視聴率

を獲得できる日がくるのではないだろうか． 

 引用文献 

（1） 山本剛史，北島岳夫，大野木美紀，県内バスケットボール選手におけるディフェンス時の構えと目と手の協応動作の

関係，滋賀女子短期大学研究紀要（３０），７－１６，２００５ 

（2） 岩本良裕，加藤敏明，古村溝，バスケットボールにおける構えの研究（１）：ディフェンスの構えについて，日本体

育学会大会号４０（B），６１７，１９８９ 

 参考文献 

バスケットボールのハーフコート・オフェンスにおけるディフェンス戦術について，大高敏弘・吉田健司・内山治樹共著，

大学体育研究，2007 
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• スポーツ科学を生活へ利用する意味 （機械システム工学専攻 油田 要 10623050） 

 本来、テーピングというものはどのような状況下で用いるものだろうか．百科事典であるマイペ

ディアにて調べ，一部を抜粋すると，「スポーツにおいて傷害を受けた，あるいは傷害を受けそうな

筋肉や靭帯を保護，補強，固定するための粘着性の布テープのこと．効果としては，予想される傷

害を未然に防ぐこと，捻挫した関節部を固定するための応急処置，そして過去に傷害を受けた部位

が再び受傷しないようにするための再発予防であり，再発予防が最も使用頻度が高い．」とされてい

る．具体例を挙げると，筆者は高校時代にラグビーをしていたのだが，脱臼の再発防止にテーピン

グをしていたり，筋繊維の補強のために伸縮性のあるテーピングを行ったりしていた．先にも書い

たように再発予防目的が一番多かったため，していなければどうなったかというものは分からない．

しかしながら，テーピング技術は日々向上しているし，効果があると結論付けた論文も多々あるた

め，きっと何かしらの効果はあるのだろう．（２） 
そもそも，テーピングの目的は先にも書いたとおりで，別にスポーツに限

って行うものでもないのではないかと思う．そこに目をつけたのが松井らで

ある．（１）これは Fig.1に示すように膝関節にテーピングを施し，35cm の段

差を踏みあがり静止するという動作を行い，効果を調べた報告である．

35cm という段差は少々高めの階段とかでもあると思うし，その他日常生活

でも多々見られる光景であると思う．その実験を下肢に傷害の既往のない成

人男性に行い，膝関節，股関節，足関節への影響を調査している．結果とし

ては私が期待していたほどの結果ではなく，膝関節における関節モーメント

仕事量に有意な差が見られる程度であった．しかしながら，この場合，「行っ

た」こと自体がすばらしいと思える行為であり，尊敬されるべきことであろ

う．今後様々な研究がなされて日常生活におけるテーピング行為の有効性が

示されていくことを期待している． 
しかしながら，日常生活におけるテーピング行為は本当に有効であるのか  Fig.1 膝関節テー 

という疑問もある．テーピングというものはあくまで「補助」であるべきだ  ピングの貼付方法 

と考えることが一般的であると思う．テーピングをしながらスポーツを行っ 

た経験がある人ならば分かると思うが，実際にテーピングをしながら身体を動かすということは，

案外やりにくいものである．特に伸縮性の無いテーピングの場合，相当動きがぎこちなくなるのは

経験したことのある人ならば同意してくれるだろう．制限された動きの中，日常生活を送るのは不

便だと考えられる．さらに言えば，これはイメージ先行で実際にはどうであるかが分からないのだ

が，常日頃からテーピングを施して行動していると，ヒトの身体がテーピング有りの状態になれて

しまい，筋肉や身体の発達に悪影響を及ぼすのではないかと考えられる．伸縮性のないタイプの固

定目的ならばまだしも，補強や保護を目的とするのならば，何らかの影響が出そうである． 

結局のところ，何が言いたいのかと言われそうだが，テーピングが全てにおいて絶対的に善なの

かという疑問を投げつけたいのである．さらに言えば，一般的に効果的なものでもそれに慣れてし

まってはいけない部分もあるのではないかというところである． 

• 引用文献 

（1）松井知之，北條達也，瀬尾和弥，東善一，平本真知子，中村康雄，長谷斉，膝関節へのテーピング効果の検討，同志社

スポーツ健康科学（２），21-25，2010 
（2）竹内義享，田口大輔，テーピング時の運動負荷による固定強度の持続性，Japanese journal of judo therapy 16(3), 

145-149, 2008 

• 参考文献 

（1）高橋仁，基礎から学ぶスポーツテーピング，ベースボールマガジン社，2009 

（2）増田雄一，スポーツ傷害とテーピング，新星出版社，2003 
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 高地とパフォーマンス：統計からのアプローチ（高分子機能工学専攻 前山洋輔 10614035） 

2010 年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会．世界中が熱狂の渦に包まれている．本大会では

会場 9 都市のうち、5 都市が標高 1200m 以上にある．標高が高く気圧の低い高地では、肺で摂取

できる酸素量が減ってしまう．酸素は、ヘモグロビンと結合して、エネルギーの生成に使われるが、

酸素の摂取量が少なくなり、血液中の酸素飽和度が下がると、エネルギーが作れなくなり、長時間行

う運動に影響がでる．そのため、高地で試合を行うときに、高地馴化が必要となる．この馴化によっ

て、低酸素の刺激が筋肉における毛細血管を増やすなどの影響を与え、結果として酸素を取り込む能

力が向上するのだ．大会前、出場各国が高地対策をする中で、本国日本代表もその一環として、標高

1800m のスイス･ザースフェーでの事前合宿を行っている． 

本大会では、標高 0〜1800m をいったりきたりする．標高差がサッカー選手のパフォーマンスや

試合結果に与える影響はどれほどなのか？ここに、そのことについて統計的に調べた興味深い研究報

告がある．(1) 

McSharryは、高地がサッカー選手のパフォーマンスや試合結果に与える影響を調査するために、

1900 年から 2004 年の間に南米で行われた国際試合のスコアにもとづいて分析した．調査方法の

詳細を述べると、過去 100 年間、南米で行われた国際試合 1460 試合(ホーム戦とアウェイ戦のみ)

を評価し、ホームとアウェイの標高差(Δｈ(m)=ホームの標高-アウェイの標高)と勝率、ゴール数な

どの関係を調べた．その結果、高地での試合は、標高の高いところに拠点を置くチームがホームにな

ったときにかなり有利にはたらくことがわかった． 

たとえば、ホームがボリビア(標高3,600m)でアウェイがブラジル(標高5m)の場合を見てみよう．

この場合、ボリビアの勝率はなんと 82.5%にもなる．一方、その逆の場合、ボリビアの勝率は、21.3%

まで落ち込んでしまう．つまり、低地に拠点を置くチームは高地に適応できておらず、パフォーマン

スが落ちるのだ．一方でボリビアは、低地にくると本来の強さがでてしまいほとんど勝てなくなって

しまう．このように標高差の影響によるパフォーマンスの低下は避けることができないということを

McSharry は統計を用いて明らかにした． 

また、標高差が有利にはたらくことを示した試合がある．[1]昨年の FIFA ワールドカップ南米予

選では、アルゼンチンが敵地ボリビアに 1-6 で大敗する波乱、またボリビアが 18 戦無敗のブラジ

ルを 2-1 で下すなど実力では到底及ばない相手に、「地の利」を活かして勝利している．ホームに限

定すれば、戦績もブラジルやアルゼンチンにも引けを取らない．この結果は、McSharry の研究報告

を支持するものと言えるだろう． 

最後に、McSharry はこの研究の強みと弱みについて述べている．この研究の強みは、過去に類

をみない巨大なデータベースを利用した目新しい試みだという.本研究において行われた統計的な分

析は、そのデータ量から個々の技術やチームの強さの影響を受けないと McSharry は強く主張してい

る．もちろん、サッカーの勝敗に関わる要因は、標高差だけではない．チームのトレーニングやマネ

ージメントの質といった因子にも左右される．また、高地では、空気抵抗が小さくなるためボールの

挙動も平地とは異なってくる． 

先日、日本代表が W 杯 1 次予選リーグの突破を決めた．

FIFA.com では、出場選手のシュート数、ゴール数、総走行距離な

どの統計データを公開している．[1]そのなかで目を引くのが日本

のチームの運動量だ．驚くべきことに、日本代表の 1 次予選リーグ

3 戦における総走行距離が出場 32 チーム中 2 位だったという．こ

の結果は、選手とスタッフがまさにチーム一丸となって戦って得た

賜物であると言えるのではないか． 

 引用文献 

（1）P.E.,McSharry, Altitude and athletic performance: statistical analysis using football results, BMJ, 33, 

1278-1281, 2007  

 参考文献 

 [1] 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICATM, http://www.fifa.com/index.html 
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ドライバーが交通事故を起こす原因は何か？（生体分子工学専攻　畑中 誠　10613021）

　車を運転していて“ヒヤリ”とした経験のあるドライバーは多いのではないだろうか。事故を起こさない
ようにするために、ドライバーはどのようなことに注意すればいいのだろうか。警察庁交通局の発表による
と、2009 年の交通事故による死亡者数は 4914 人であり、死亡者数は 9 年連続減少したことが分かった。
しかしながら、いまだ年間 5000 人近い人が交通事故で命を失っていることを忘れてはならない。では、私
たちはどのような対策を講じることが可能なのか。
　事故の原因で最も多いのは、脇見などの認知遅れである。また認知したものの、先行車との距離やスピー
ドを誤った知覚判断によるエラーも多い。一般的に高齢者は考え事をしていての事故が目立つ。逆に若い人
は脇見運転が多いと言える。人間なので運転だけに集中するのは無理かもしれないが、考え事や脇見をしな
い努力は常にしなければならない。クルマを運転しているドライバーが「危ない」と感じて、ブレーキを踏
むまでには 0.7 秒かかる。その間もクルマは走行しているわけであるから、もし 20 キロのスピードが出て
いれば 5.8 メートル、30 キロで 10.1 メートル進むことになる（路面の摩擦係数を 0.7 とした場合）。また
車間距離が 50 メートルあっても、先行車が 40～45 メートルに近づかなければ車間距離が縮まったと認知
することは難しい。ドライバーは十分な車間距離を取っているつもりでいても、気付いたときには先行車が
近くを走っているときがあるので注意が必要だ。
　ここに米国の学生を対象とした調
査結果がある。安全運転に関して何
が影響を及ぼすのかをアンケートし
たものである。この結果の上位二つ
に注目して頂きたい。一つ目は飲酒
運転であるが、これは周知の通り非
常に危険である。飲酒をすることで
動体視力が落ち、視野が狭くなるた
め、認知が遅れることになる。また、
抑制がとれ理性が失われているため、
運転に必要な判断力の低下につなが
る。二つ目は脇見運転であるが、こ
ちらも上述で軽く触れたが非常に危
険な行為である。運転中は前方だけ
でなく、左右や後方の安全も確認し
なければならず、脇見運転ではこれ
を行うことは出来ない。またこの間、
人間の情報処理が遅れてしまうため
注意がおろそかになる。
　交通事故を限りなくゼロにすることは出来ないかもしれない。しかし、これまで見てきたように個々のド
ライバーが脇見運転の原因になりうるファクターを排除することが出来れば、交通事故は今までよりも少な
くなるだろう。ドライバーの皆さん、今一度安全運転について考えて頂きたい。

引用文献

1. 交通局交通企画課 : ｢平成２１年中の交通事故死者数について｣ http://www.npa.go.jp/toukei/kouki/0102_H21dead.pdf
2. Roberta Siliquini, Simone Chiado Piat, Francisco Alonso, Axel Druart, Marcin Kedzia, Antonio Mollica, Valeria Siliquini,

Daniel Vankov, Anita Villerusa, Lamberto Manzoli and TEND Group : A European study on alcohol and drug use among
young drivers: the TEND by Night study design and methodology. BMC Public Health 2010, 10:205

3. Kenneth R. Ginsburg, MD, MSEd, Flaura K. Winston, MD, PhD, Teresa M. Senserrick, PhD, Felipe Garcia-Espana, PhD,
Sara Kinsman, MD, PhD, D. Alex Quistberg, BA, James G. Ross, MS, Michael R. Elliott, PhD : National Young-Driver
Survey: Teen Perspective and Experience With Factors That Affect Driving Safety. PEDIATRICS Volume 121, Number
5, May 2008
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 3pt シュートを決めたい！ （電子システム工学専攻 山本亮輔 10621036） 

「3pt シュートを決めたい！」、これはバスケットボールをやる人なら誰もが思うことであろう。しか

し、現実は漫画や NBA（National Basketball Association）選手のように上手くいかない。2pt シュ

ートを放つ時と比べて、ボールを遠くへ飛ばそうと意識するあまり、シュートフォームが不安定になっ

てしまい、ボールがゴールのリムにすら届かなかったり、意図していない場所にボールが飛んでいって

しまったりする。したがって、3pt シュートを安定して決めるためには、安定したシュートフォームが

重要になってくる。 

長距離シュートが得意な選手（仮に選手 A：3p ラインから 2m 離れた 8.25m からのシュートでも

楽に決める）と通常の選手（仮に選手 B：長距離シュートが不得意というわけではない）のゲーム中に

おけるシュートフォームを比較した場合、有意な差が認められている。選手 A は、どの距離でもほぼ同

様なシュートフォームでシュートを放つことができる。また、手首の屈曲角度が大きく、スナップ速度

も一定して速かった。しかし、選手 B 達は、距離が離れてくるとボールを遠くへ飛ばそうと意識するあ

まり、上体、特に右上肢（右腕：ボールをリリースする腕）が前方に流れてバランスを崩してしまう(1)。

したがって、安定したシュートフォームを保つには、ボールを遠くへ飛ばそうと意識しないことが重要

となってくる。そのためには、高い遠投能力（ボールを遠くへ楽に飛ばすこと）が必要となってくる。

実際、遠投能力が高い人はシュート成功率が高い、ということが実証されている。ならば、どうやって

遠投能力を高めるのか？その際、バスケットボール経験者なら誰もが聞いたことがある、「膝を使う」こ

とが重要になる。「膝を使う」、すなわち下半身から上半身へのスムーズな連動を習得するためには、ま

ずジャンプなしのシュートを練習することが一番良い方法だと言われている(2)。 

また、練習ではどれだけ 3pt シュートが決まっていても、試合中ではディフェンダーがプレッシャー 

かけてくるので、練習通りにシュートを決められない場合がある。これには呼吸のリズムが密接に関わ

ってくる。安定してシュートを決める人に比べて、上述のケースに当てはまる人はディフェンダーがプ

レッシャーをかけてきた場合に急激に呼吸のリズムが失われてしまう。そのため、冷静さを欠いたり、

自分のリズムを失ってしまい、シュートフォームが不安定になりやすい。これを克服するためには、当

然ながらメンタル面を鍛える必要があるが、実際には難しい。「強いメンタルを持つんだ！」と言われた 

ところで、何をすべきかよくわからない。この場合、自分なり呼吸のリズムをもつことが必要である。 

バスケットボールという競技は、２４秒以内にシュートを決めなければならず、自チームのシュート

成功率を考慮した戦略が必要になってくる。シュート成功率が低い場合、短時間でシュートまで持込め

ば、自チームの攻撃回数を増やすことができ、多くのシュートを放つことができる。それによって低い

シュート成功率を補うことができる。逆に、シュートに自身がある場合は、２４秒を目一杯使い、最後

の方でシュートを決める、といった戦略が可能となる。その結果、相手チームの攻撃回数を減らすこと

ができる。どちらのチームの場合においても、一気に 3 点を得ることができる 3pt シュートというのは

非常に魅力的であり、ゲームの流れに関わってくる。 

NBA を観戦する際、アクロバティックなプレーに目がいきがちだが、シューターとチーム戦略との関

係を考えながら観戦するのも意外と面白い。 

 

 引用文献 

（1）Ken MIURA, Koji ZUSHI, Shosuke SUZUKI, Nobuyuki SHIMIZU, “Motion Analysis of Long Shooter in 

Basketball –Regarding to the motion of upper limb-”, 鹿屋体育大学学術研究紀要, 2004, 第 32 号, pp11-pp18. 

（2）福田慎吾, 西島吉典, “バスケットボールのシュート成功率を高める要因に関する研究”, 大阪教育大学紀要, 2010, 第 58

巻, 第 2 号, pp131-pp140. 
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 ～天井効果～ ハンドボールメジャー化へ・宮崎大輔 （物質工学専攻 佐藤祐一 10615020） 

「スペインから戻って、日本で試合に出たとき、シュートがことごとく決まったんですよ。まるで

独り舞台だった。まわりからも、宮崎大輔のための試合だったんじゃないか、なんて皮肉を言われる

くらいで。でも僕は喜べなかった。それだけ世界の天井は高いってことだったんです。ここにいたら

ダメになってしまうかも……。まだまだ僕は若く、教えてもらいたいレベルなのに、ここにいると僕

が教える立場になってしまう。僕も気づかないうちに、天井にぶつからないようにしか跳ばなくなっ

てしまうかもしれない……そんなふうにも思いました」と熱く語るのはハンドボール日本代表エース

宮崎大輔。自身がこのような経験をしているからこそ、彼は～天井効果～という言葉を座右の銘にし

ていると言う。天井効果とは、文字どおりの意味。例えば、小さな虫かごにバッタを入れるとすると、

最初は野生で生きているものだから、天井にガンガンぶつかる。でも、そのまま入れておくと、虫か

ごの高さ以下までしか跳ばなくなる。環境に慣れて、低くしか跳ばなくなるという。現状に満足せず

自身が成長し注目を集めることでハンドボールをメジャー化させたいというエースの情熱が伝わる。 

ハンドボールは、走る、跳ぶ、投げるといった基本運動を総合的に発揮できるスポーツで縦 40 ㍍、

横 20 ㍍のコート、高さ 2 ㍍、幅 3 ㍍のゴールで 1 チーム当たりキーパー1、フィールド 6 人の 7

人の 2 組で点を取るのを競う。簡単に言うとサッカーの手版で投げてシュートし、移動はバスケのよ

うにドリブルしながら行う（バスケのようなピボットは認められないが、ボールキャッチ時を 0 とし

3 歩まで歩ける）、サッカーとバスケの融合したようなスポーツで日本ではマイナーかもしれないが

欧州ではサッカーと並ぶ人気スポーツで TV 放映もある。日本でも 2 年前‘中東の笛’で少し有名に

なったのを覚えているだろうか。ゴール端から 6 ㍍のエリア（ゴールエリア）にはフィールドプレイ

ヤーは侵入できないが、空中なら侵入可。もちろんゴールまでの距離が短い方、角度がある方が決ま

りやすいのでオフェンスは基本的にはジャンプしてシュートを行う。逆にディフェンダーはゴールか

ら遠くから、または角度の無いサイドから打たせようとするので基本的にゴールエリアに沿うような

形でディフェンスする。もちろん相手が大きくてディフェンスの上からシュートを打つのが得意な場

合、小さいが俊敏でディフェンスの間を割ってくるのが得意な場合など状況により戦術を変える。ち

なみに宮崎大輔は 174 ㎝と小柄だが、俊敏でさらに 190 ㎝のディフェンダーの上からも打てる。

100 ㍍を 10 秒 8 で走り、垂直跳び 95 ㎝という驚異的なジャンプ力があるからだ。当たり前の話

かもしれないが、ディフェンスの上から打てるのは大きいからでなく打点が高いからということに初

めて気付かされた。というより、‘背’という才能の無い私は上から打つなどあきらめていたからだ。 

ハンドボールは他のスポーツと違い、ディフェンスは基本的にホールディングなどの反則で止める

のが特徴的である。選手交代も審判の許可なしにいつでも何度でもできるのも特徴的だ。もちろん明

らかな危険行為には警告や退場が宣告される。さらに退場しても 2 分で戻れるのもおもしろい。ちな

みに警告 2 枚で退場、退場 3 回でその選手は失格でもうその試合には出られない。これらの特徴を

生かし、私の中学時のチームは堅守・速攻の戦術でやっていた。相手が攻めてきたところを隣のディ

フェンスとがっちり挟み、相手がホールディングされるのを嫌がり無理な体勢で打ってきたところを

カウンターの速攻で一気にたたみかける。これはうちが比較的背が小さいための戦術だったが、この

戦術で全国大会まで出場できた。試合の応援に駆けつけてくれた校長が全校朝礼で『防御は最大の攻

撃でもあるんですね』という言葉で私達を表現してくれたのは印象的だった。不運も重なり結果は 3

位で終わってしまったがあの戦術はうちにあっていたと思う。ちなみにある論文でも速攻のシュート

が最も成功率が高く、速攻のチャンスを増やすのが勝利に繋がると結論していた。 

私は知人から宮崎大輔の幼い頃のこんなエピソードを聞いた。父親に「ジャンプして天井にタッチ

できたら好きなものを買ってやる。」と言われ、その日から毎日天井にジャンプし、どうやったら高

く飛べるかと試行錯誤して、天井という高い目標に届いたそうだ。宮崎大輔は～天井効果～を低い環

境に慣れないようにという意味で用いていたが、この話を聞いて私はまだ届かないような高い天井を

与えられればそこにいつか届くようになるのも～天井効果～ではないかと感じた。 

宮崎大輔のハンドボールメジャー化宣言。私もそれを望むひとりのハンドボーラーであり、これを

読んで少しでも多くのひとがハンドボールに興味を持ってくれたらと願う。 

 引用文献 
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 ゲームは人に悪影響しか及ぼさないのか （先端ファイブロ科学専攻 服部祐樹 10651016） 

現代社会において、ゲームの普及率は一昔前に比べるとかなり上昇していると言える。その理由と

して、ゲームの内容の多様化及びゲーム機の携帯化が挙げられる。現在ゲームは、健康維持や勉学の

分野にまで進出し、今までゲームに興味のなかった女性や高年齢層を取り込むことに成功した。また

携帯型のゲーム機の登場により、手軽にゲームができるようになり、通勤通学用に購入する人も増え

ている。もはやゲーム業界は社会的にも経済的にも大きな影響を与えているといっても過言ではない。

しかし、ゲームに対するネガティブな印象はいまだに根が深い。勉学の阻害やゲーム脳、暴力的表現

による悪影響等だ。この是非を問う議論は長い間行われてきたが、近年動きがみられた。アメリカの

テキサス A＆M 国際大学のクリストファー・ファーガソン博士により暴力的なゲームは大抵の人には

悪影響なしとの調査結果が得られたそうです。博士によると暴力的ゲームはピーナッツバターのよう

なもので、大部分の子供には害がないが、少数の、ある性質を持っている子供には害があるとのこと

です。これまでの研究はネガティブな部分に的を絞ったものであり、最近の研究によれば、ゲームは

一般的になりつつある一方で、アメリカとヨーロッパの子供たちの問題行動は暴力的でなくなりつつ

あり、共通テストでの成績も上がってきているという結果が出ているそうです。 

日本では 1979 年にスペースインベーダーが流行し、1983 年の任天堂の発表した家庭用ゲーム

機ファミコンにより一般家庭にゲームが本格的に普及し始めた。その頃から日本でもゲームによる影

響についてとりただされており、子供がゲームを子守代わりにして育つと現実と虚構の区別がつかず、

ゲーム感覚で人を殺したりいじめたりしてしまうという風評が流れ始めた。実際に少年犯罪の動機を

調べてみると昭和初期から近年にいたるまでは私欲を動機とした犯罪が多かったのに対し、1994 年

を境に遊びを動機とする犯罪が増えている。これだけ見れば、確かにゲームの普及により、容易に犯

罪を犯してしまう子供が増えているように感じる。しかし、本当にそうだろうか？子供というのはも

ともと残酷なもので、小さい頃に虫を殺して遊んだ経験のある人はそう少なくはないだろう。しかし、

そうやって自然に接し、ペットや小動物と戯れたり、昆虫採集をしたりして、生命の大切さを学び成

長していくものではないだろうか。現代ではそういった機会が薄れ、死を目の当たりにすることが減

っているように思う。そのあたりを考慮せずに結果だけを見て推測するのは偏見といえるだろう。 

クリストファー・ファーガソン博士の研究結果では一概にゲームのせいではなく、若者の持ってい

るパーソナリティの組み合わせにより、どの若者がより暴力的ゲームから悪影響を受けるか予想でき

るそうです。それを判断するのは、神経質の度合い、外交性、経験への寛容性、同調性、誠実性、の

五つの性格の組み合わせで、非常に神経質で、低い同調性、誠実性といった組み合わせだと、暴力的

ゲームをした後の行動が敵対的になる可能性が高いとのことです。つまり、悪影響を受ける子供はも

ともとある種の気質を持っており、そのために暴力的なメディアに影響されやすくなっているのです。 

日本でゲームの普及とともに遊びによる犯罪が増えたのは事実ですが、その影響を受けやすい子供

に育てたのは、その親であり、現代社会です。ゲームが犯罪の温床であるといい、頭から否定し、排

除しようとするのは簡単ですが、それは根本的な解決には決してならないでしょう。ゲームにより不

快感情が減少し、活力・気力が上昇するという結果も出ています。耐性の出来ていない子供たちにと

ってゲームが欲求不満の捌け口になっているのは事実でしょう。ゲームが普及したのにも訳がありま

す。排除することだけを考えるのではなく、ゲームの魅力と有用性について考え直し、活用する道を

考えるべきだと思います。確かにゲームは 100％肯定できるものではないかもしれませんが、責任

逃れや自分の至らなさをゲームのせいにすることはやめて欲しいと切に願っています。 

 引用文献 

（1）ゲーム機器・情報機器の利用が家庭に及ぼす影響についての考察 毛利康秀著   

 

（2）テレビゲームが子供たちに与える心理的影響 清水圭介著 
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 バドミントンのルール変更におけるプレースタイルの変化 （生体分子工学専攻 今西優子 

10613003） 

バドミントン競技では、2006 年、IBF（国際バドミントン機構）総会において、新スコアリング・

システムの採用が正式に決定した。「ラリーポイント制の導入」「21 点 3 ゲームマッチへの変更」「セ

ッティングの廃止」などが挙げられる。新ルールに移行してから、スピード感や攻撃的なプレーに変

化したという監督や選手の主観的な評価はあるものの、これまでほとんど検証されたことはなかった。

それは、バドミントン競技がネットを挟んだ対人ゲームであり、心理的要因や相手によって戦術が変

わるなど、一般化が非常に困難であることが原因と考えられる。新ルールの移行に伴い、先手必勝の

攻撃が重要性認められている。それはサーブ権移行に伴う猶予のない新ルールでは、ひとつのラリー

に必ずポイントがつくため、なるべく早くシャトルを相手のコートに落とす方が有利であることが明

確になったことがうかがえる。そこで、新スコアリング・システムの核をなすラリーポイント制導入

が、ゲームないようにどのような影響を及ぼすのか検討してみた。 

分析内容はゲームの全ラリーにおける working period(1 ラリーの所要時間、ラリー数、滞空時

間、1 ショットあたりの平均所要時間)とラリー間のレスト時間、サーブに対する返球ショットの種

類を新旧ルール間で比較した。すると、すべてのゲームのラリー数とラリー時間の平均に差は認めら

れなかった。しかし、1 打平均所要時間とラリー間のレスト時間は新ルールの方が長いことがわかっ

た。また、サーブへの返球にも有意な差は認められなかった。最初の分析結果からは、新旧ルールで

は試合内容に大きな差は認められなかったが、間欠運動であるバドミントン特有の Work & Rest に

有意な差が認められた。旧ルールでは W&R が約 1:1.8 だったのに対し、新ルールでは約 1:2.3 で旧

ルールの方が rest 時間が短くなった。つまり、新ルールの方がラリー中に多く休んでいることを示

唆している。これは旧ルールではサーブ権を所有しているときは直接失点に結びつかないので。ラリ

ーの中で休むことが可能であり、旧ルールの rest 時間が短いことと関連があるように思われる。こ

れらのことからのこともふまえ、2 つの疑問点が生じた。スピード感があると評される新ルールの方

が、1 打あたりの平均所要時間(滞空時間)が長く、また新旧ルールの間でサーブへの返球に差が生じ

なかったことである。 

上記の結果は膨大にあるショットの所要時間を一つ一つカウントしたものではなく、その平均値を

使用したことに問題があると思われた。バドミントンが対戦型のゲームであることや、個人の特徴や

対戦相手との相性が大きく関係することから、全体のデータを平均化したことで有益な情報が相殺さ

れてしまった可能性がある。そこで、同じ選手同士がルール変更前と後で戦っている対決を対象とす

ることで条件を統制した上で平均による相殺をなくし、すべてのショット、ラリーについて検討した。

その結果、分散分析で比較したところ、新旧ルールで滞空時間のばらつきが異なることがわかった。

旧ルールでは、多くが 1 秒を中心にほぼ正規分布しているが、新ルールでは、多くが 1 秒未満に分

布しており、2.5 秒周辺にもう一つの分布の山があったことがわかった。サーブへの返球に関しては

旧ルールでは 47.3%であったつなぎ球が、新ルールでは 18.2%しか使用されておらず、攻撃的なシ

ョットの割合が 29.1%から 43.9%と増加していることがわかった。ラリーポイント導入は、主に滞

空時間の短いショットを中心とした攻防が繰り返されており、時折、滞空時間の長いショットが含ま

れるラリー展開であったということが考えられる。つまり、攻撃的な速いショットの応酬の合間に、

危険な局面を回避するために滞空時間の長いショットを打ち、体勢を整えるショットが含まれるとい

ったことが推測できる。新ルールでは攻撃的なスマッシュおよびカットが増え、攻撃と攻撃をつなぐ

ような「つなぎ球」が減っていることが明らかである。攻撃を先に仕掛けていきたいとの心理が働く

といえ、短いショットと長いショットのメリハリがあり、スピード感のある印象を与えていたと考え

られる。ルール改変が競技そのものに大きな影響を与えたことが示唆され、今後、バドミントン競技

におけるトレーニングや戦術にも変換が迫られることが考えられる。 

 引用文献 

（1）About a change of playing style by the introduction of rally point in badminton –focusing on women’s single-, 

     Naoko KIKUCHI, Naoki HAYASHI 

 参考資料 
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• 呼吸筋トレーニングによる水泳能力の向上 （生体分子工学専攻 水嶋仁昭 10613029） 

Inspiratory muscle training (IMT) −、通称「呼吸筋トレ ニング」は、慢性呼吸器疾患患者、胸部

外科術後患者、長期人工呼吸器装着患者などで、横隔膜や肋間筋などの呼吸に関する筋力低下があり、

そのような病態を改善するために、呼吸リハビリテーションの一環として行われている呼吸筋トレー

ニングのことである。リハビリテーション以外にこのトレーニング法を応用し、自転車や舟漕ぎのよ

うな競技に用いることにより、タイムトライアルパフォーマンスが向上したという報告が多々されて

いる。このように IMT は様々なスポーツにおける競技スポーツ選手のタイムトライアルパフォーマ

ンスを向上させている。しかしながら、驚くべきことに水泳競技に関しては調査されていなかった。

また同様に、水泳の距離の違いに関しても IMT がパフォーマンス

を高める影響を与えるかどうかが解っていなかった。この観点よ

り、IMT を用いることによって、100m、200m、400m のタ

イムトライアルパフォーマンスにどのような影響を与えるか、ま

た IMT により、maximal inspiratory pressure (MIP) 最大吸気

圧、velocity at lactate threshold (VLT) 乳酸閾値速度などにい

かに関係してくるのかを検証してみたのが、今回の論文で紹介さ

れていた。実験内容は、16 名の水泳部員を実力が拮抗させるか

つランダムに 8 名の 2 グループに分け、IMT を行う前に基準と

して、それぞれの距離のタイムトライアルをはじめ、Table.1 の

身体能力を測定した。その後 EXP のグループは、6 週間水泳ト

レーニングと 1 日に２回の IMT を行い、CON グループは 6 週間

水泳トレーニングと 1 日に１回の見せかけの IMT(15%の力での

んびりと)行った。トレーニング後に行ったタイムトライアルの結

果が Fig.1 に示している。Fig.1 より、EXP グループにおいて、

100m と 200m のタイムは向上していたが、400m では逆にパ

フォーマンスが落ちてしまった。その理由は 400m の種目が水

泳において耐久(the limit of tolerance)の要素が加わるからでは

ないかと推測されている。耐久(tlim)は、タイムトライアルの誤差

が 5%以内であるのに対して、最大 50%の値をとるため、実際

400mの競技ではIMTの影響があるかどうかを判断できないとい

うことが事実だそうだ。ただ、100m と 200m の競技において

のタイムは向上しており、また EXP グループは CON グループよ

りも MIP が 9% 程度向上しており、主観的運動強度(RPE)という

運動における自身が感じる負荷、辛さを示した度合いも、改善され

た。これらの結果より、IMT は水泳競技の 100m と 200m に対

して利益のある効果をもたらしたが 400m に関しては不明であっ

た。しかし RPE や MIP は向上し、IMT を用いた陸上でのスポー

ツのタイムトライアルの結果と同様な傾向を示すことができた。し

たがって IMT は水泳競技者にとってパフォーマンスを高める価値

のあるトレーニングであると締めくくられていた。私は水泳経験者

であるが IMT というトレーニング法を知らなかった。ただこの結

果において、タイムトライアルが１回ずつしか行われていないこと

と人数が８名であることが本当に統計的にこの結果をもたらした

のという点が不明である。実際、水泳競技、特に 100m と 200m

においては、その日の体調やスタート、またはメンタルに大きく依

存しているため、2~3 秒は誤差だと考えている。確かに８名で平

均 2~3 秒速くなったというのは驚くべき結果であるのが、統計的に信頼できるデータにすべく、も

っと人数を増やして行ってほしかったというのが本心である。ただ MIP、RPE が向上しているので、

その点での効果があることは確実であり、私も IMT が水泳競技のパフォーマンスの向上に寄与して

いることは間違いないと考えている。よって私は IMT は今後の自身の考え方に入れる価値のあるも

のであると満足している。 

• 引用文献 

   (1).A. E. Kilding (&) S. Brown School of Sport and Recreation, Faculty of Health and Environmental Sciences, AUT University,  

       Private Bag 92006, Auckland 1020, New Zealand . A. K. McConnell Centre for Sports Medicine and Human Performance, 

      Brunel University, Uxbridge, Middlesex, UK Inspiratory muscle training improves 100 and 200 m swimming  
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 テニスのゲームにおける集中するべきカウント (先端ファイブロ科学専攻 良川諒介 10651031） 

テニスの試合は 1ゲームの積み重ねにより，セットを獲得することで進行していく． 

試合開始前のトスによって決定された一方のプレーヤーがサーバー，他方がレシーバーとなり，ゲー

ムごとに交替する．また，プレーするコートは，奇数ゲーム終了ごとに交替する．サーバーはベース

ラインの外から相手コートのサービスエリアでバウンドするようにボールを打つ．レシーバーはサー

ブされたボールを 2回バウンドする前に相手コートに打ち返し，お互いにラリーを続ける．サービス

は 2回続けてエラーを犯してしまうとダブルフォールトとなり，失点となる． 

得点は，0 点＝ラブ (love)，1 点＝フィフティーン (fifteen, 15)，2 点＝サーティ (thirty, 30)，

3 点＝フォーティ (forty, 40) と数える．一方が 4点を取ると 1ゲーム，6ゲームを取ると 1セット

取得となる．5 セットマッチであれば，3 セット取得すると勝利となる．ポイントが両者 3 点（40）

ずつになると「デュース」(deuce)となり，相手に 2 点差をつけるとそのゲームを得る．なお，この

時に 1点リードしている状態を「アドバンテージ」(advantage)と言う．また，ゲームカウントが 5-5 

になると，そのセットを得るためには 2ゲーム差をつけて 7-5 としなければならない． 

ただし，ゲームカウントが 6-6 となった場合は，次のゲームはタイブレーク(tiebreak)という特別ル

ールのゲームとなり，2 ポイント以上の差をつけて 7 ポイント以上を獲得した方がゲームの取得者と

なり，このセットを得る．(Wikipedia より転載) 

 テニスのゲームを取得する上で重要なカウント，各カウントで用いられた技術との関係を実際の男

子シングルスの試合から分析した研究がある(1)，(2)． 

その研究では，ゲームを取得したプレーヤーは，そのゲーム中に 67%の割合でポイントを取得してい

ることが明らかになった．また，ゲーム内のカウントでどちらかがリードしているカウント(15-0，

30-15，0-15 等)や，Game-point(後 1 点取ればゲームが決まる場合)でも 40-0，15-40 等，ポイント差

があるカウントでは，リードされているプレーヤーのポイント取得率が高くなっていた．このような

カウントでは，サービスによる得点の割合が高くなっていた．これは，リードしているプレーヤーに

とっては余裕のあるカウントのため，思い切ったサーブを打つことができ，相手のレシーブミスを誘

いやすいことが考えられる．しかし，サービスでポイントが決まらなかった場合は，無理にアプロー

チ・ショットやボレー等の攻撃的なプレーで得点しようとして，逆にポイントを失う割合が高くなっ

ていた．逆にリードされているカウント時や 30-30，deuce 等の同点のカウントのサービスによる得

点の割合は低くなっていた．これは，追い込まれている，この 1点を落とせば追い込まれるという状

況のため，サービスを思い切って打てず，それ以降のプレーでポイントを得ようとしているためと考

えられる．また，Game-point 以外ではロブやパッシング・ショット等，相手のネットプレーに対応す

る守備的な技術での失点が高くなっていた．逆に Game-point で追い込まれている側は守備的な技術

での得点の割合が高くなっていた．40-30，A-(advantage)などの Game-point では通常のポイント取

得率でポイントを取得し，ゲーム取得につなげていたと報告している．実践研究では，40-30，A-な

どの Game-point になる前，つまり 30-30 と deuce がゲームを取るために重要なカウントであると報

告している． 

 これらの報告を踏まえると，30-15，15-0 等の 1 点リードの状況こそゲームを取得するために本当

に重要なカウントなのではないかと思う．2 点リードの時ならば，1 度はサービスだけでポイントを

取得しようとして失敗してもリードしていること自体は変わらない．体力的にもサービスだけでポイ

ントを取得する方が楽である．しかし，1 点リードしている時にサービスで失敗すると同点となって

しまい，試合の流れを相手に渡してしまう恐れがある．そのため，追い込まれているカウントの時と

同様にサービス以降のプレーでポイントを得ようとするべきだと考える． 

 

 引用文献 

（1）高橋仁大・前田明・西薗秀嗣・倉田博，テニスのゲームを取るために重要なカウント, 体育学研究 51 : 61-69， 2006 

（2）高橋仁大・前田明・西薗秀嗣・倉田博，テニスにおけるポイント取得率と技術との関連性:日本の地方学生大会における

検討，体育学研究 51 : 483-492， 2006 
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 森林浴は本当に癒される？ （物質工学専攻 坂元礼奈 10615017） 

【森林浴】 

森林に入り、樹木の香気を浴び、精神的な安らぎと爽快な気分を得ること。(広辞苑参照) 

    

   昨今の日本はストレス社会という言葉さえ生まれるよう、老若男女問わずストレスを抱える時代に

なってしまった。とはいえ、ストレスなどというものはいつの時代の人も抱えているものである。お

そらく、高度な経済成長を遂げた日本は、絶え間ない心の安堵すら求めるようになってしまったので

あろう。 

   森林浴のシーズンが到来しようとしている。森林浴は、「癒し」を得られる方法の一つとしてよく

挙げられる。はたして、本当に森林浴でストレスは減退されるのであろうか？ふとそういった疑問を

持ったため、近赤外線分光法を用いて科学的に自然由来の快適性を評価した論文を読むことにした。 

   人類は自然環境下において 500 万年の時を経て進化して現代文明下に住む今のヒトとなったわけ

で、人の体は自然対応用にできていると考えられている。このような状況下において、我々は自然由

来の刺激を受けたとき、本来の人としてのあるべき姿に近づき、リラックスし、それを快感として感

じるのであろう。論理的な思考をとることなく、直感的に、非論理的に感じ取るのである。その過程

は言葉では表現できないため、生理指標が重要な役割を果たす。本論文では、被験者に森林浴の雰囲

気を与えたうえで近赤外線分光法により脳活動を毎秒測定し、一方で指式の血圧と脈拍数を毎秒測定

することで、自律神経活動も評価している。ここで、本実験のように脳活動や心理的変化を評価する

際には、いかに機械測定による余計なストレスを与えないかが重要になってくる。そういった場合に、

近赤外線分光法のような「非破壊検査」は役に立つのである。測定条件は、 

① 森林浴の風景を見た場合 

② 森の音を聞いた場合 

③ 木のにおいを嗅いだ場合 

の３項目である。なお、①の測定時は室内を映画館程度の照度にして臨場感を持たせ、大型・高輝度・

高解像度のディスプレイを用いた森林浴風景による視覚刺激、②では人工気候室内で閉眼座位にて森

林浴中の小川のせせらぎや小鳥のさえずりによる聴力刺激、③では代表的な日本の木であるスギとヒ

バの木をにおいの強度別に 6 段階にわけ、それぞれを被験者に吸入させて嗅覚刺激を与えていた。 

 結果は驚くべきもので、どの条件においても脳活動は鎮静的な変化を示していた。人間の心の部分

を表すとも言える前頭前野が、特に刺激前半部にお

いて活動が有意に鎮静化していたのである。また、

ストレス時に昂進することが知られている交感神経

活動も低下し、リラックス状態になることが示され

ていた。収縮期血圧や拡張期血圧においても、有意

に低下していることが判明した。 嗅覚実験において

は非常に興味深い結果が見られ、被験者がスギの香

りを不快だと評価した場合においても、収縮期血圧

は上昇せずにストレス状態は生じなかったのだ。 

 個人的に森林浴はとても好きで、森林浴に出かけ

てはリラックスできた気になっていたが、まさか本

当に鎮静効果があるとは思っていなかった。木々の中で澄んだ空気に包まれ、ゆっくりと一息つく。

それだけで日々の慌しい生活からの開放感、心の安らぎを感じられたのなら、もう十分リラックス効

果を証明できたようなものではあるが、このように改めて科学的にリラックス効果を証明する実験は

非常に面白いものであった。これからも森林浴のお世話になりたいものである。 

 引用文献 

宮崎良文 (2003). 近赤外線分光法を用いた自然由来の快適性の評価, 計測と制御 42, 430-434. 

 参考文献 

宮崎良文(編) 快適さのおはなし，日本規格協会，2002 

図 1 視覚刺激が収縮期血圧に及ぼす影響 
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 超高速のバトル （電子システム工学専攻 山本誠二 10621035） 

近年，スポーツ新聞やスポーツニュースなどで野球やサッカーの話題が毎日のように大々的に取り

上げられている。これらは日本国内で最もポピュラーなスポーツであり，シーズン中は毎日・毎週の

ように試合が行われているため，メディアで盛んに取り上げられるのもおかしくない。しかし，野球

やサッカーの陰に隠れてしまっているスポーツも多く存在する。カーレースやバイクレースといった

モータースポーツはその中の一つである。レースを最初から最後まで見ていると飽きる，世界に比べ

て日本の実力は劣っているといった理由でなかなかポピュラーにはなり得ないスポーツかもしれな

い。だが，こういったスポーツから驚かされることも少なくない。 

1974 年，カリフォルニア・エンゼルスのノーラン・ライアン投手が時速 162.4km の剛速球を

投げた。これは今現在も投手が投げる野球のボールの最高速度としてギネス・ブック公認の記録とな

っている。また，サッカーにおいて，ボールを蹴った時の初速と終速には大きな差があるが，元ブラ

ジル代表のロベルト・カルロスの放つシュート速度は時速 160km を越えると噂される。これらは野

球界・サッカー界においてそれぞれ剛速球・弾丸シュートと呼ばれ，観戦する上で注目を集める点の

一つになっている。また，剛速球や弾丸シュートを放つ本人は並外れた強靭な肉体を持ち，スポーツ

に適した環境で膨大な量の練習をしてきたのだろう。しかし，モータースポーツにおけるマシンはそ

れと同じかそれよりはるかに速い速度で走行している。ましてやそれに人間が乗っているのである。

実際に世界最高峰の自動車レース F1 において，2005 年イタリア GP で当時マクラーレン所属のキ

ミ・ライコネンが時速 370.1km を記録し，これは F1 史上最高速度である。また，他のモータース

ポーツにおいても平均，時速 150～200km で走行している。 

一般道において時速数十 km で走行している車両が事故を起こしている現場を度々目にする。モ

ータースポーツではプロのドライバー同士がレースをしているとはいえ，超高速で走行しているため

事故はつきものである。時速 150～200km で走行しているマシンがドライバーのミスや他車との

接触によりガードレールやタイヤバリア(コースの脇に並べられたタイヤの壁)に衝突し，急激に減速

した場合どうなるか。ドライバーには 5～10G の負荷がかかることになる。1G というのは 9.8kg

であるので，単純計算でもおよそ 50～100kg となる。もっとスピードが出ていれば衝突の際にド

ライバーにかかる負荷も更に大きくなる。これによりドライバーが何らかの怪我をすることも少なく

ない。 

1996 年から 2000 年までに，日本で最も大きなサーキットの一つである富士スピードウェイで

開催されたレースにおいて，事故等によりドライバーが負った怪我に関する調査が行われた。調査期

間中にレースに参加したマシンの数は 1030 台であり，レース中やレース後に怪我が発覚したのは

50 件であった。ここでは 1 人乗り用のマシンによるレースについてのみ述べるが，頸部の捻挫が全

体の 34%，打撲が 58%を占めている。捻挫や打撲にも重みはあると思うが，この程度の軽傷で済

んでいることは幸いである。なぜなら，それぞれ全体の 2%(50 件中 1 件)と発生率は低いが，脳震

盪(しんとう)や死亡事故も起きているからである(1)。記憶に新しいところでは，1994 年サンマリ

ノ GP で「史上最速の F1 ドライバー」と称された当時ウイリアムズ所属のアイルトン・セナが事故

死した。事故原因は未だ明らかとなっていないが，時速 312km で走行中にコーナーをそのまま直進

してコースアウト，コンクリートウォールに激突(衝突直前に時速 210～220km まで急減速してい

た)した。ある程度の事故に耐えうる肉体をもつドライバーでさえ，そのような速度で壁に激突すれ

ば死亡するのも当たり前のように思える。 

怪我だけでなく死とも隣り合わせのスポーツであるモータースポーツ。強靭な肉体および精神力を

持つドライバーたちの超高速のバトル。選手もファンも一瞬も気を抜けない素晴らしいスポーツには

間違いないだろう。 

 

 引用文献 

（1）O Minoyama, H Tsuchida, Injuries in professional motor car racing drivers at a racing circuit between 1996 

and 2000, Br J Sports Med, 38, 2003, 613-616 

 参考文献 

F1 1994 年の記憶 アイルトン・セナの死を巡って，赤井邦彦著，双葉社，1995 
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 投げるという動作について （高分子機能工学専攻 岡田哲周 学籍番号 10614009） 

もうすぐ夏がやってくる。夏になれば海や山、川で遊ぶ人、または昔はよくそのような場所で遊ん

だという人も多いと思う。川や湖での遊びの一つに「水切り」というのがある。簡単に言えば平らな

石をなげて水面を跳ねさせるというものだ。 

この水切りの歴史は意外と長く、数千年間ものあいだ親しまれてきた遊びらしい。自分も昔地元の

池や川でこの遊びをやったことがある。投げる技術だけでなく、体の強さも必要であり意外と難しく

奥が深い。論文を調べているとこの遊びについて述べている論文があったのでまずはこれに触れてみ

たい。 

この遊びにおいて水面をジャンプさせる回数を多くするためには、水面と石の角度を 20 度にする

のが最も良いといわれている。この角度で投げることで効率よく水の上をはねるらしい。また、水の

上をはねる回数を増やすためにはそれだけではなく、ある程度のスピードと回転数が必要である。具

体的には 40 回弱ほど跳ねさせるには約時速 30km、毎秒 15 回転ほど必要とのことだ。このような

昔何気なく行っていた遊びの中にも理論や理屈があるというのもおもしろい。 

なお、水切りのギネス記録は 51 回、日本記録はプロ野球千葉ロッテの渡辺俊介投手が持つ 32 回

である。渡辺投手の 32 回という記録は昔テレビ番組の中で挑戦したものであるが、当時それを見た

記憶では投げることに慣れており、筋力があることが望ましい、なるべく低い位置から投げるほうが

着水によるロスが小さいという話だった。渡辺投手は地面すれすれの高さ 5cm の位置から投げるア

ンダースローの投手であり、この条件を満たしている、ということで選ばれていた。そして期待通り

日本記録を打ち立てていた。 

このような石を投げる、さらに投げた石で水の上を跳ねさせるということができるのは人間だけと

いっていいであろう。サルなどでも物をなげることは可能だが、人間のように力強く、精密に投げる

ことはできない。例えば野球では 150km/h という速い球を狙ったところに投げ込むという、高い

技術と筋力が要求される運動が可能な選手もいる。そのような世界ではボールのリリースが 0.1 秒弱

ずれただけでボールはとんでもないところへ飛んでいく。このような繊細かつ力強い投擲運動が可能

だというのはヒトの特徴である。 

人間がこのような投擲運動が得意なのは、大昔の人類が二足歩行を始め、道具を使うようになり、

石などを投げて獲物を獲るようになったことに由来しているらしい。他の哺乳類では前足は走る、泳

ぐ、といった動作をメインに使われていたが、二足歩行を始めた人類の祖先は前足を別のことに使え

るようになった。そして自由に使えるようになったその腕で、ものを握ったり放したりする、道具を

作る、使う、投げるといった様々なことができるようになった。現代ではそのようにして獲物を得る

必要はなくなったが、様々な球技、陸上競技において投げるという動作が多く含まれており、スポー

ツとしてそれらの中で大きなウェイトを占めている。 

このように大昔から培われてきた投げるという動作だが、男性と女性、初心者と経験者と上級者の

間では大きな差がある。小さい子供や初心者がボールを投げると、腕だけの力を使って投げようとし

て全身の力がうまく伝わらない、いわゆる「手投げ」といわれる投げ方になる場合が多い。しかし走

るといった運動と同様に、訓練をつむことである程度のパフォーマンスが発揮できるようになる。こ

れは投げるという運動が走るといった運動と同様に、遺伝的に人間に備わっているからである。 

このような投げる運動とテニスなどのラケットでボールを打つスポーツについて述べられている

論文を今回読んだ。道具を使うか使わないかの違いはあるが、どちらも全身の力を使って腕の先端部

分を加速するという点では同じである。これ以外にも異なるスポーツ同士で似通った部分があるケー

スも珍しくないと思う。自分の専門競技以外の競技に取り組む人と意見交換や交流をすることによっ

てよりスポーツの発展が望めるのではないかと思った。 

 引用文献 

（1）Christophe Clanet, Fabien Hersen, Lyderic Bocquet, Secret of successful stone-skipping, NATURE 427, 29, 

2004  

（2）Richard W. Young, The ontogeny of throwing and striking, HUMAN ONTOGENET 3(1), 19-31, 2009 

 参考文献 

水島新司 ドカベン 少年チャンピオンコミックス など 
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• 色盲の人の世界 （機会システム工学専攻  中島陽 学籍番号 10623031） 

現在，特定の波長の色が見分けることが困難であるいわゆる「色盲」「色覚異常」とよばれる色覚

特性をもつ人は日本人男性の約５％，女性の約 0.2％（日本国内に約 300 万人）存在している．本

来，人は視細胞の一つである錐体細胞が赤錐体・緑錐体・青錐体の 3 種類に分類可能であるが，色

盲の人のほとんどはそのうち赤錐体か緑錐体に異常があり，そのため赤～緑の波長粋で色の差を感

じるのが困難になる．さらに赤錐体の異常の場合，濃い赤色は色を感じられず黒色と同じように見

えてしまっている． 

決して少なくない人がこのような色覚特性を持っているのにもかかわらず，情報媒体で色を多用

しているため正確な情報伝達が困難な例は多くある．色盲を持つ学生を対象にした生活で困難を伴

う項目を問う調査では，信号機に関してはほぼ全員が困難であると示していて、その他の上位には

赤色のチョークやレーザーポインター，バスなどの案内板についての項目があがっていた（1）．色主

体の情報では誤認やが分かりづらさが発生することがあるということである．私達も学会等のプレ

ゼンテーションなどで情報を発信する立場になったとき，全ての人に正しく情報を伝えるように努

力するべきである．ではどのような点で配慮すればよいだろうか．以下に色盲の人にもわかるバリ

アフリープレゼンテーション法について紹介する． 

まず資料作成で色のみで表現することを避けることが有効である．たとえば線グラフ等のマ－ク

は色違いの●●●のように同じマークだけを並べるのではなく，○△□のように違うマークを組み

合わせる．できたら線も形状や太さを変える，または線のわきに文字情報を添えるなどがよい．ま

た，発表の際に色名のみによる指示を避けることも大切である．たとえばポインター等で実際に指

すことや，資料に断り書きをすることで判別しやすくなる． 

また，重要な情報を色を変えて強調したいときにも注意が必要であり，書いてあるもの自体が視

認しにくくならないようにする色使いが好ましいであろう．具体的には，文字に色情報を乗せる場

合にはゴシック体や欧文 Bold タイプなどを使う，文字を強調するときには書体，サイズ，アンダー

ライン等で工夫し，形から識別できるようにする，背景色の上に文字を重ねるときは色だけでなく

明度や彩度を大きく違えるなどがあげられる．これは図形の場合でも同様であり，色情報をのせる

場合は大きく表示するのが望ましい． 

その他，色盲の人にとってまったく見えないことがある赤色のレーザーポインターに変わって，

緑色のレーザーポインターが数年前から普及しだしている．緑色のレーザーポインターは色盲の人

でも視認でき，そうでない人にもとても見やすいというメリットがあります． 

このような例がバリアフリープレゼンテーション法の一部であり，デザインする上で考慮される

べきです．また，バリアフリープレゼンテーション法のさらに詳しい説明は『色盲の人にもわかるバ

リアフリープレゼンテーション』のホームページ http://www.nig.ac.jp/color/ にのっています．この

ページでは作成したイメージファイルが色盲の人にどのように見えるかをシミュレートしてくれる

フリーのソフト「VisCheck」の紹介もしていますのでぜひ活用してください． 

 
 

「色盲」という言葉について．「色覚異常」という名称の方が使用されることが多いですが，ここでは引用文献にならい「色

盲」という表現を使用しました． 

• 引用文献 

（1）鈴木桂輔，横山弥生，色覚バリアフリーのための色使いの基礎調査（明度差・輝度差が色の弁別性に与える影響），大同

工業大学紀要 第 42 巻, 29-35, 2006  

（2）岡部正隆，伊藤啓，色盲の人にもわかるバリアフリープレゼンテーション，総研大ジャーナル 1 号，74-75，2002 

 
 



 ラグビーとタックル 

物質工学専攻 小川裕之 10615008 

国内ラグビーにおいて平成元年か平成 13 年の間で死亡件数は 47 件発生した。死亡例以外にも脳震

盪などの重症事故件数は 250 件にも及んでいる。このような外傷の原因の半数以上はタックルを主と

したコンタクト場面によるものです。このような背景を踏まえ、安全性を重視した、ラグビーのゲーム

中に発生するタックルプレーの様相を明らかにすることを目的とした。 

2004 年度に行われた①全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会、②全国大会ラグビーフット

ボール選手権大会、③マイクロソフトカップ（社会人）の各優勝チームの決勝３試合を分析対象とした。

タックルプレーを以下の６項目で分類し、評価・分析を行った。 

１）タックラーのポジション ２）タックルの種類（人数別） ３）タックルの方向 ４）タックル

の高さ ５）タックラーのヒット部位 ６）タックラーのタックル時のフットポジション 

●タックラーのポジションとタックルの種類 

BK はタックル全体の 70～80％が単独タックルであることに対し、FW は 50％以上が複数タック

ルであることがわかった。複数タックルとは、１人の選手に同時または少し遅れてタックルを行うこ

とである。複数のタックラーが同じポイントを狙った場合、タックラー同士が衝突する危険性が生じ

る。複数でタックルを行う場合は、最初のタックラーが下、次のタックラーが上へというように、タ

ックルエリアを決めることで外傷を予防できると考える。 

●タックルの方向とタックラーのタックル部位 

タックルの方向は高校、大学、社会人と競技レベルが上がるにつれて、前方から側方へのタックル

が多くなる傾向がみられた。これはレベルが高いほど、攻撃側が前方からの強いタックルを避けるた

め、ボールを受ける前に相手のいないスペースへ走りこんだり、より良いポジションにいる選手にパ

スを行ったり、コンタクトの直前でタックラーの正面から外れるランニングスキルが高いことなどが

要因としてあげられる。これに伴い、タックラーのタックル部位も体幹から遠位の上肢での割合が高

くなる傾向がみられたと考えられる。片手でタックルを行い、両足が接地していない場合、相手の力

を上肢のみで受けることになり、肩関節脱臼などの外傷の原因となることが考えられる。 

●タックルの高さ 

  ボールキャリアーの胸部や背部、または首より上の危険域へのタックルが全体の 60％を占めた。

特に危険域へのタックルは 7％という結果であった。分析対象の試合でハイタックルにより負傷者が

でることはなかったが、ハイタックルはタックラーとボールキャリアーの身長差が顕著である場合や、

ボールキャリアーが低い姿勢をとった場合，危険域へのタックルが発生しやすくなることから注意が

必要である。特にバインドを伴わないハイタックルはタックルポイントがずれやすく、タックラーに

とっても、ボールキャリアーにとっても危険なプレーであることを認識する必要がある。 

●タックル時のフットポジション 

高校の試合において、飛び込みタックルと呼ばれる，両足が地面に接地していない状態でタックル

を行うプレーが多くみられた。地面に足が着いていない場合、タックルポイントが変化しても対応す

ることができず、ヘッドオンタックルや逆ヘッドタックルといった危険な状態でタックルを行う可能

性が高くなる。さらに、地面に足が着いていない状態でタックルを行うと、両足が接地している時に

比べ、頚部周囲の筋緊張が低下し、頭頚部を固定する力が弱まると報告されている。これより、飛び

込みタックルは頚椎損傷や脳震盪などの重症事故を引き起こす可能性が高いことが考えられる。今回

の分析対象となった高校の試合では、相手をつかめないまま頭部から相手の足元へ飛び込むタックル

がみられた。 

【まとめ】 

  タックルプレーでの事故を予防するには、実際に行われているタックル

プレーを明確にすることが重要であることがわかった。自分も高校のとき

にラグビーをプレーしていたのでタックルプレーでの事故の怖さを実感し

ている。ただ、重症事故を予防するために最も重要なことは、タックルの

目的が「相手を倒すことではなく、ボールを奪う手段としてプレーされて

いること」を、日ごろから意識すべきだと考えます。 

【参考文献】 

ラグビー競技におけるタックルプレーの様相について 
古川拓生・竹村雅裕・中川昭 Bull. Inst. Health & Sport Sci., Univ. of Tsukuba 29 : 71-75, 2006. 
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 年代別サッカートレーニング法 （電子システム工学専攻 伊藤瑞記 10621002） 

世界最大のスポーツイベントとも言われるサッカーワールドカッ

プが今年 6 月に南アフリカで開幕した。アフリカ大陸で初めて開催さ

れる歴史的な大会である。日本でも大きな盛り上がりをみせている。

29日のパラグアイ戦では、平均視聴率が57.3%(関東地区)を記録し、

その注目度が伺える。今回のワールドカップでの代表選手の活躍もあ

り、日本のサッカー競技人口がますます増加していく可能性が高い。 

 サッカーのゲームを楽しむためにはボールをける・とめる・ドリブ

ルするという不可欠な基本技術を習得し、向上させていく必要がある。

基本技術を向上させるためには、はじめから 11 対 11 のフルゲーム

を行うのではなく、まず個人練習、そして少人数でミニゲームを行い、

徐々に人数を増やしフルゲームに近付けていくという段階を踏むこ

とが重要である。これは、中学生を対象に実施した実験で実証されて

いる。その実験では少人数で行うミニゲームを実施する群と、多人数

で行うフルゲームを実施する群における授業を比較するものである。

授業前後で実施した基本技術テスト結果でフルゲーム群において変化はみられなかったのに対し、ミニ

ゲーム群では有意な向上がみられた。また、ミニゲーム群のほうが、コートが狭いにもかかわらずフル

ゲーム群にくらべて運動量が多いことも報告されている。 

 より高い技術を習得するにはミニゲームにさらなる工夫が必要である。例えば、3 人の攻撃者に１人

の守備者が入る 3 vs. 1 のミニゲームを 10 歳～16 歳のプレイヤーで行う場合、プレーエリアを年齢

ごとに広げていく必要があるが、14～16 歳では難易度を高めるためにプレーエリアを狭くすることが

効果的である。 

 また、サッカー技術習得の下地となるコーディネーション能力を高めることも重要である。コーディ

ネーション能力とは状況を目や耳など五感で察知し、それを頭で判断し、具体的に筋肉を動かすといっ

た一連の過程をスムースに行う能力をいい、パフォーマンスを構成する各種要因とも密接に関わりをも

つ。そのため、コーディネーション能力が高いほうが技術向上させやすい。この能力は若い時ほど身に

つきやすい。11 歳～19 歳のサッカー経験者を対象に特別なコーディネーショントレーニングを行う実

験を実施し、11 歳～13 歳のプレイヤーが最もこの能力を伸ばすのに最適な年齢であり、16 歳以上の

プレイヤーではこの能力を高めるのが難しく、時間がかかることが報告されている。また、同時にサッ

カー経験歴が長いほどコーディネーション能力の伸びが良いということも報告されている。通常のサッ

カーのトレーニングでも、トレーニング内容を工夫することでコーディネーション能力を高めることが

できる。例えばドリブル練習を 

正方形の線の中で他の人にぶつからないようにすることで定位能力、バランス能力、変換能力などを高

めることができる。年齢が高くても工夫次第でこの能力は高めていくことは可能である。この能力はサ

ッカーに限らず、他のスポーツ競技においても必要なもので、コーディネーション能力が高ければどん

なスポーツをしても上達が早くなると言える。 

 サッカーのトレーニングは年齢に合わせてその内容を変え、工夫していくことが重要である。また、

コーディネーション能力を高めるトレーニングを行うよう心がける必要がある。理論的にトレーニング

内容を考えることはもちろん大切なことであるが、「遊び」の要素をできるだけ多く取り入れなどして、

楽しんでトレーニングを行うことが上達の近道になることも忘れてはいけない。サッカー人口の増加と

トレーニングの質の向上が日本サッカー界全体のレベルアップにつながる。4 年後のワールドカップで

はベスト 16 の壁を突破し、世界を驚かすことを期待したい。 

 

 引用文献 
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（2）Masao Nakayama and Takeshi Asai: Effects of the different stage of development of players and play area 

size as atask constraint on soccer pass skills. Japan J. Phys. Educ. Hlth sport Sci., 54: 343･353, December, 
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 人の運動を支えるパワーアシスト装置 （機械システム工学専攻 谷口峻介 10623028） 

我々人類は，２本の足と２本の腕を駆使することで，極めて自由度の高い生活を送ることができる．しか

しこの恩恵を万人が必ずしも享受しているわけではなく，たとえ健康な者であっても，いつ障害を抱え，不

自由な生活を余儀なくされるかわからない．例えば我々は「腰痛」という障害を宿命的に抱えている．これ

は４足歩行から２足歩行に進化し，手の自由を手に入れた代償だと言われている．この障害は我々人類の約

８割が，一生の中で一度は経験すると言われており，特に介護現場や農業といった重労働では，このことが

原因で退職せざるを得ないといった方も多く存在する． 

このような，何らかの運動機能障害を伴った方や，筋力低下を伴った方の身体運動を補助する手段として，

パワーアシストと呼ばれる技術が研究されている．これは，着用することによって身体運動機能の補助・増

幅・拡張を可能とする装置の総称である． 

現在数多くの機関で研究が行われており，全身を対象としたものから，歩行補助といった局部的なアシス

トを目的としたものなど，リハビリ目的や，重労働の際の疲労軽減といった，健常者の増力目的といった物

など，多彩なコンセプトを持ったアシスト装置が開発されている．今回はこれらの中から，代表的なものを

数点紹介したい． 

 

ロボットスーツ HAL（１） 

筑波大学の山海らによって研究されている HAL は，装着者の全身のアシストを目的としたも

のである．使用者は HAL の左右のフレームに入り込むようにして着用する形になる．このよう

な構造をもつ装置は「外骨格型」と分類されている．その制御手法として，筋肉が収縮運動した

際に発生される微弱な電位（筋電位）を検出することで装着者の意思を検知している．介護作業

支援からリハビリ支援といった幅広い適用範囲を持ち，歩行補助に特化したタイプも存在する． 

 

マッスルスーツ（２） 

東京理科大学の小林らによって開発されているマッスルスーツの最大の特徴は，アクチュ

エータに人工筋肉を採用している点である．人工筋肉は非常に柔軟で軽量といった特徴も持

っており，使用者はまさに着用している感覚で扱うことが出来る．このように装置は，装置

自体が柔軟な構造であり，人間の骨格を利用して形を保っていることから「内骨格型」と呼

ばれている．その柔軟性を利用し，人の体形に対して幅広く対応できることも重要な特徴で

ある．ただし，人工筋肉はモーターの様な高出力は出せないが，そのことが装置の安全性を

高めている． 

 

   介護サポータ（３） 

大分大学の今戸らが開発した介護サポータは，背負子の形状をヒントに，金属フレームとゴムに

よって構成されたアシスト装置である．重量物の持ち上げの際の前屈運動を対象とし，ゴムの弾性

力によって上半身を支える仕組みである．この装置の最大の特徴は，アクチュエータに弾性素材の

受動的な力を採用しているため，制御系を搭載する必要がなく，メンテナンスフリーであることで

ある． 

 

  このように，パワーアシスト装置には様々な角度からアプローチが試みられており，そのアイデアも非常

に工夫されている．今現在リースといった形での提供が開始されたものもあり，今後介護作業現場での普及

が期待されている．実際に現場でパワーアシスト装置が十分に活躍するためには省電力化，小型軽量化，低

コスト化など様々な技術的課題を抱えているのも事実であるが，近い将来には実現的な突破口が見出され，

より実用的なパワーアシスト装置が開発されるであろう．我々の日々の生活に，パワーアシスト装置が浸透

する日々も遠くないかもしれない． 

 引用文献 
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 食嗜好とエネルギー消費 （情報工学専攻 池田祐輔 10622004） 

現代の日本を含む先進国では，エネルギーの過剰摂取や運動不足が肥満などの生活習慣病増加の原

因となっている．しかし，高カロリーなものを食べたいという欲求やエネルギーを消耗する運動を避

けようとすることはともに動物としての本能に則ったものであり，改善することは容易ではない.そこ

でこの研究では，現代人の過剰なエネルギー摂取を改善するための食嗜好の制御と無理のないエネル

ギー消費を目的として，それらの基礎となる食に対する嗜好性，運動によるエネルギー消費，食品成

分によるエネルギー促進の 3 つのテーマについて動物実験を用いて調査した． 

  1.油脂の嗜好性 

一般的にヒトが好む高カロリーなものの中に油脂を用いた食品がある．確かに自分も油っぽいもの

は好きだが，油脂それだけでは味も匂いも感じないので，何の魅力もない．しかし，食品中に油脂を

加えると非常に食欲がそそられるものとなる．無味無臭のものであるのにこのようなことになるのは

非常に不思議なことである．油脂の味は定義されていない．味とは異なる刺激として脳に伝わると表

現するしかないと考えられている． 

また，同じ油脂でもカロリーが低いほうが低い嗜好性を示すということがこの研究で分かった．こ

のことから，油脂に対する嗜好性は，高エネルギーを摂取したいという本能に則った生理的な行動で

あると考えられる．よって，肥満を防ぐために低カロリーに油脂を用いた食品を作ったとしても，従

来のものほどヒトは嗜好性を示さないと考えられる．現在 0 カロリーの飲み物がよく売られているが，

自分はこの手の飲み物は従来のものと比べて魅力を感じていなかった．これは油脂とは関係ないが，

カロリーを低下させたことで嗜好性が低下したという点では関連しているのではないかと考える． 

2.運動時の代謝変化と脳内 TGF-β 

  有酸素運動では，運動の初期段階では血液中の糖やグリコーゲンのような糖質を利用する状態が，

少しの間続く.その後，運動が継続される過程において，糖質から脂肪を利用する割合が多くなる状態

に変化する．この現象は昔から知られており，研究がなされてきたがメカニズムは明らかにされてい

なかった． 

  筆者らの研究グループは，持久運動によりラット脳脊髄液中で活性型 TGF-β（Transforming 

growth factor-beta）というものが増大することを明らかにした．ラットに TGF-βを投与するこ

とによって，安静時の呼吸交換比の低下，脂肪燃焼量の増大など，持久運動時に観察されるエネルギ

ー代謝状態と部分的に酷似する現象を引き起こすことが判明した． 

  運動のどのような要素が脳内 TGF-βの活性化のきっかけになっているのかについては，まだ明ら

かにされていない．また，TGF-βの活性化機構のメカニズムも明らかにされていない．脳内 TGF-

βの活性化は非常に弱い運動では起こらず，エネルギー代謝の大きな変化が生じるようなある程度の

強さの運動によって起こることが示唆されている．今後，TGF-βが活性化する明確なきっかけが明

らかになれば，より効果的な運動をすることができる．それによって，無理なく健康的にエネルギー

を消費することができ，生活習慣病の予防に貢献できるのではないかと考える． 

  3.食品成分によるエネルギー消費の戦略的増強 

  ヒトのエネルギー消費の内訳は，基礎代謝によるものが 60%以上，運動によるエネルギー消費と

食後の産熱がそれぞれ 10～15%程度である． 

  エネルギーを消費したい場合，運動するのが一番確実であるが，できれば楽をして消費したいとい

うのが本音であろう．しかし，現状，運動以外に効果的にエネルギーを消費する方法は明らかにされ

ていない．その中でも，トウガラシを摂取した場合のエネルギー消費は運動ほどではないが，食品に

しては大きい．具体的には，読書をしながらトウガラシを摂取すると，散歩をしているのと同程度の

エネルギーを消費できる．しかし，大量のトウガラシを摂取することは困難である．そこで，京都大

学の矢澤らはタイから導入した辛くないトウガラシを CH19 甘いと命名し，通常のトウガラシと同様

にエネルギー消費を促進する効果があることを明らかにした． 

  無理なく摂取できるものによって，簡単にエネルギーを消費できるようになることは非常に有意義

なことであると考える．しかし，この食品を摂取し続けることに害がないとは現段階では断定できな

い．もし，何らかの害があるとすれば本末転倒である．今後は，ラットなどに長期間摂取させ続けた

場合にどうなるかなどを調査する必要があるのではないかと考える． 

 参考文献 

食嗜好とエネルギー消費を基盤とした食品健康科学研究，伏木亨，日本栄養・食糧学会誌，2010 
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 腕の学習 （生体分子工学専攻 植田俊 10613005） 

2006 年 7 月，東京・日本武道館で開かれた第 54 回全日本学生剣道選手権で，隻腕の剣士が活躍

した．大阪体育大学 4 年の高宮敏光．3 回戦で 50 分近い熱闘の末勝利し，４回戦は準優勝した勝見

健太（同大）に敗れた．ベスト 16 入りはならなかったが， 初で 後となった学生個人日本一を争

う舞台で，１５８センチの小兵が 大きな存在感を示した．1 歳 9 カ月の時，右腕を脱穀機に巻き込

まれる事故に遭い，右ひじから先を失った．だが，6 歳上の姉の影響で剣道を始め，専大玉名高では

県大会 3 位に入るほどの実力をつけた．ハンデを乗り越えるため，多くの工夫を重ねてきた．構えは

左腕に負担がかからないように上段．竹刀は柄の端をつかむが，機を見て巧みに 短く持ち替え，接

近戦を挑むこともある．胴に柄の端を当てながら素早く竹刀を長く持ち替えるテクニックは大学に入

ってから身につけた． 
通常，剣道において左腕のみで竹刀を振るということはないが，片腕だけで行う左腕運動と，右腕

運動を加えて行う左腕運動の学習に違いはあるのだろうか．腕をある目標に伸ばすリーチング運動を

考える．この場合，動作そのものに片腕運動と両腕運動の間の左腕の動きに特別な違いは見つからず，

左腕の運動はあくまで左腕の運動である．しかし，このおなじに見える腕の運動も学習という点で見

ると必ずしも同一ではないことが明らかになってきた． 
リーチング運動時，ロボットアームのような装置を使って腕に負荷をかけると 初は手先の軌道が

負荷によって乱れるが，試行を繰り返すうちに元通りのまっすぐな軌道に戻る．負荷下での学習が行

われたためである．学習後に突然負荷を無くすと，負荷とは反対方向に手先は動き，この動きを定量

化することにより適応度合いを調べることができる． 
右利きの被験者 8 名に，左腕でのリーチング運動時に負荷をかけた状態での学習を行った．学習

終了後，負荷を無くした状態を 12 回に 2 回の割合でランダムに挟んだセットを 10 セット行った．こ

の 2 回の試行のうち，1 回は左腕のみ，1 回は両腕を同時に伸ばす試行とした．片腕運動で獲得した

左腕の学習効果は，両腕運動中の左腕にも活かされるはずである．ところが，試行時の負荷の反対方

向への左腕の動きの大きさは，両腕での志向の方が小さかった. 
このことから，片腕運動で獲得した運動効果は両腕運動時の同じ腕には一部しか転移せず，同様に

両腕運動で獲得した運動効果は片腕運動の一部にしか転移していないことが明らかになった．したが

って，同じ腕で学習するといっても，その学習効果は片腕で覚えるか，両腕で覚えるかに大きく依存

すると考えられる． 
片腕運動で左腕への負荷を学習した後，学習効果は脳内の片腕運動に関する部分に保存されるはず

である．この学習の後，負荷のかかっていない状態で片腕運動を行うと，獲得していた学習効果のた

め 初は手先が負荷と反対方向に動くが，試行を繰り返すにつれてこの動きは小さくなる．10 回も

繰り返すと学習前の軌道を取り戻し，学習効果が消えた（ウォッシュアウト）と考えられる． 
では，片腕運動による学習の後，両腕運動のウォッシュアウトを行うとどうなるのだろうか．これ

までの考え方から得られる予測は，片腕運動と両腕運動の共通部分のみが消され，片腕運動専用の部

分に保存された学習効果は残るというものである．結果としては，片手運動の学習後，負荷のかかっ

ていない状態で両腕運動を行うと左腕は学習効果を示して手先が反対方向に動くが，徐々に学習効果

を失っていく．しかし，もう一度片手運動を行うとまた手先が反対方向に動くことが確認された．つ

まり，同じ左腕が片腕運動のみ，あるいは両腕運動のときの学習効果を保持しているという奇妙な状

況が再現できることが明らかになった． 
以上の結果から，同じ左腕の運動でも，学習の観点から見ると片腕運動と両腕運動は必ずしも同一

ではないこと，そして同じ腕の運動学習が両者で部分的に異なった脳内で支えられていると予測され

た．この結果は運動制御に関わる脳内過程の差異が，負荷に対する適応の違いとして外部に現れたの

かもしれない． 

 引用文献 
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 サッカーにおける怪我のリスク （高分子機能工学専攻 荒尾洋平 10614002） 

現在、2010 年南アフリカワールドカップが開催されており、サッカー界は大変な盛り上がりを

みせている。ワールドカップに出場するためには長く厳しい予選を戦う必要があり、そこで勝ち抜い

た 32 チームが本大会に出場することができる。さらに、運動量の多いスポーツであるため平均引退

年齢が 30 代前半と他のスポーツに比べ比較的早いということもあり、選手個人としても出場できる

チャンスも少ない。したがって、このような長期の大会に出場し、なおかつ勝ち抜くために重要とな

るのは戦術や個人の能力はもちろんのこと、『いかに怪我をせずプレーを続けられるか』ということ

である。 

代表選手が集まり練習や試合を行う時間は、プロリーグのそれに比べると短いため、一人の選手を

怪我で欠くだけでも戦術等に与える影響は大きい。その選手がチームの中心となるような人物であれ

ば尚のことである。怪我をしてしまう時とは一体どのような条件が考えられるのか。1999 年から

2000 年のイングランドのプレミアリーグで行われた試合に関する興味深いデータがある。 

怪我の原因として最も多いのは相手選手からのスライディングやタックルなど、体が激しくぶつか

る行為の際である。そして、試合中、ピッチ上での応急処置のみで復帰できる程度の損傷は試合開始

15 分の間で最も多く、一度ピッチの外に出て治療をしてから再び試合に復帰するような損傷の場合

は後半のラスト 15 分に最も多い。また、試合中に怪我をして再び試合に戻れなくなるような怪我、

あるいはしばらく試合の欠場を強いられるような怪我をする時間帯も試合開始 15 分と後半のラスト

15 分で最も多いというものである。また、怪我人がでるピッチ上の場所も怪我の程度によらず、特

定の範囲に集中した。ペナルティエリア周辺(両側)、センターラインとタッチラインの交差する周辺

(両側)である。（1） 

この結果にはいくつかの可能性が考えられる。前半開始 15 分で起きる怪我の要因について考える。

試合開始直後、選手は試合中で最も体力があり集中力も最高の状態であるため、対戦相手に勝利した

いという気持ちが全面に出される。その結果、試合中で最も激しいプレーがみられ怪我をする可能性

が高いというわけだ。ラスト 15 分で起きる怪我の要因はどうであろうか。筋肉疲労が生じ、体内の

糖分も低下する。さらに、選手は汗をかいているため水分も奪われることになる。このような状態の

とき、人間の脳は働きが悪く、判断力・運動能力ともに低下する。（2）しかし、勝利に対する気持ち

は試合中常に高いため、プレーは激しくなりタックルやスライディングをうけた選手は怪我をする可

能性が高まる。続いて、怪我人のでやすい場所についてであるが、ペナルティエリア周辺はシュート

を最も放たれやすい位置である。そのため、相手に得点を挙げさせないよう激しいプレーが多くなる。

センターラインとタッチラインの交差する周辺は攻撃に向けて相手も自分達もスピードが加速する

場所であり、攻撃の芽を摘もうと激しいプレーが多い。 

車の運転で考えると、カーナビゲーションシステムでも交通事故の多い場所を事前に伝えてくれる

のでその地点では運転に注意するだろう。同様にこのような怪我人の出やすいエリアを頭に入れてお

くことは怪我を避けるために非常に重要である。日々の練習においても指導者は怪我のリスクを十分

に考え、タックルやスライディング等の怪我のリスクの高い行為につ

いて練習方法を練り、その回避方法や体の守り方を指導して自分達や

相手に対し、技術的・精神的に配慮できる選手の育成に励む必要があ

る。好きなスポーツをできる限り長く継続したいという気持ちはプロ

でもアマチュアでも変わらないであろう。そのために日々の食事や練

習内容を意識し、知識をつけることで怪我をする可能性を最小限に抑

えることができ、より良い選手生活を送ることができる。 

 引用文献 

（1）N Rahnama, T Reilly, A Lees, Injury risk associated with playing actions during competitive soccer. J Sports 
Med 36, 354-359, 2002. 

（2）T.Reilly,Energetics of high-intensity exercises (soccer) with particular reference to fatigue. J Sports Sci 15, 
257-263, 1997. 

（３）http://mainichi.jp/enta/sports/graph/soccer/japan/20090211/21.html 

 参考文献 

     FIFA.com   http://www.fifa.com/ 



○膝の損傷について 高分子機能工学専攻 10614003 飯塚 峻吾 
 
 この論文を選んだ理由は、ランニングを行っている際に、はじめのうちは足の調子もよいので

すが、距離が増えたり、長期間走ったり、また、久しぶりに走ったりすると膝が痛くなってしま

うため、この原因は一体どういうことによるのか科学的に知りたいと思ったからです。 
 この論文では、図.１のように骨の中にボーンピンを埋め込み外の皮膚にスキンマーカーを貼り、

ハイスピードカメラにより計算しています。その結果から、骨の動きとスキンの動きの違いが分

かり、膝のアブノーマルな動きによる損傷の原因を探っています。ここでは、三人のカルガリー

大の道徳団体やストックホルムの病院などの被験者を対象に調査しています。三人の基本的なデ

ータは、身長が 186.7±9.6、体重が 85.5±9.6、年齢が 25.7±2.1 となっています。また、膝の動

きに関する調査項目としては、膝の伸長/屈曲、外転/内転、膝の内部回転/外部回転の三つになりま

す。ここで、膝の外転は大腿骨に関する外部脛骨外転と定義され、膝の外部回転は大腿骨に関す

る外部脛骨の回転と定義されています。内部についても同様に外部を内部にしただけです。 
 図.２から調査結果についてみると、膝の伸長/屈曲の一致は高いのに比べ、膝の外転/内転、内部

回転/外部回転の一致度は低いことがわかります。このことから、膝の損傷にはランニング時の回

転が影響していると考えられます。また、このスキンマーカーの脛骨回転の計算結果はいろいろ

な補正ソフトが使われており妥当なものとなっています。 
 この論文が、三つの項目について初めて定量化したものです。ただ、骨にボーンピンを内在さ 
せるために、健康的に良くなく実用検査には向かないので、膝の直接測定のさらな

る研究と、もっと

ダイナミックな動

きのも対応できる

ような解析ができ

るような装置が必

要になると考えら

れています。また

個人的な意見とし

て、走りなれてい

る人とそうでない

人のように人によ

って走り方が違う

ので、スポーツ別

に走り方を測定し

たり年齢、性別な

どでも結果が変わ

ると思いました。 
 これらの論文の

結果から膝の回転

がアブノーマルな動きになり損傷につながるのではないかと考えられました。例え

ば、前十字靭帯は膝内部にある靭帯で主に脛骨が内旋（内側ひねり）しながら前方

にいきすぎないように抑制する働きがあり、膝の回転によりダメージを受けやすくランニング以外にもサッカー、バ

レーボール、バスケットボール、スキー、野球で起こりやすいと考えられます。ほかに回転による障害として、半月

板がありこれは膝関節内にある組織で大腿骨と脛骨の安定性を与え、膝関節にかかる体重負荷を吸収分散するクッシ

ョンの働きをしており、これが損傷するとと完全伸展あるいは屈曲（膝の曲げ伸ばし）ができず、激しい痛みが伴う

そうです。このほかにも、後十字靭帯損傷、内側側副靭帯、損傷外側側副靭帯損傷などがあります。いずれにしても

激しい痛みがあり、治るにも時間がかかるみたいなので少しでも膝に違和感を感じたら練習をストップさせて医者に

診てもらうことが良いと思いました。予防策として、膝にサポーターをつけたりするのがいいと思います。 
 自分は、以前に膝をけがしてしまい、歩く時にも傷みを感じるほどでした。その時には、サポーターをつけたり医

者に行ったりと病人みたいな生活を送っていて、自由に走ったりできないことがとてもストレスになりました。それ

故、そのときから、膝に少しでも違和感を感じたら休ませるようにしています。現在は、激しく走るようなことはな

いのですが、一応スポーツをしているので膝についての回転は意識するようになり、若いころのように無理に動かし

たりしないように心がけています。また、普段運動していないと急に激しい運動したときに、壊しやすいようなので

継続的な運動は行うようにしてます。 
 

○引用文献 
タイトル:EFFECT OF SKIN MOVEMENT ON THE ANALYSIS OF SKELETALKNEE JOINT MOTION DURING RUNNING 
著者:C.Reinschmidt*, A.J.van den Bogert, B.M.Nigg, A.Lundberg and N.Murphy 
雑誌:J.Biomechanics 年:1997 年 巻号ページ:Vol.30, No.7, pp729-732 
 

図.１ 

図.２ 
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 メジャーリーガーの平均寿命 （物質工学専攻 北尾成史 10615012） 

【内容】メジャーリーグベースボール(MLB)選手の寿命変化を年齢、引退日、コホートトレンド、

身体測定値と現役時の成果より検討した。アメリカの現存の成人男性の正確な平均寿命を見積もる

ために、個体群を選出するのに 100 年分以上のデータを用いた。多数のコホートとピリオドを含む

長期的な個体群データを豊富に提供するため、野球選手は研究するのに有用な個体群であるといえ

る。彼らの誕生、死亡、職歴などの詳細で正確な情報が存在し、国民フォーラムで彼らの成績は記

録、調査、そして高度に精査されており、また彼らはアメリカ男性人口の部分集合を示し、それら

はハイレベルの身体の健康や社会的、経済的成功によって際立てられ、これらが長寿の可能性をも

たらす洞察力を一般の個体群に比べて与えると考えられる。 
Waterbor などが 1911 年から 1925 年の間にデビューした MLB 選手はアメリカ人の白人男性と比

較して 6%低い死亡率を示すということを発見した。Abel と Kruger が 1900 年から 1939 年の間に

デビューした選手は同年代の男性個体群と比較して 4.8 年寿命が長いことを究明した。そして

Metropolitan Life Insurance Company が 1876 年から 1973 年の間にプレイした選手は、一般白

人男性と比較して 28%死亡率が低いことを明らかにした。1876 年から 1900 年にデビューした選

手は、死亡率におけるアドバンテージは小さく、1901 年から 1973 年にデビューした選手において

大きいということがわかった。 
続いて利き手や体重、身長など身体的特徴による寿命の変化を調査した。平均身長は年々増加傾向

にある。選手は生理的資金を受け取っており身長の増加にともなって寿命も延びる傾向にある」。

肥満や太りすぎは死亡率を上げ、肥満率はアメリカで徐々に増加しているが、MLB 選手は身体的

に健康であるため、肥満と死亡率の関係はほとんど見られない。また利き手と死亡率の関係はいま

だに明らかになっていない。いくつか調査がなされたものの、右利き、左利きによる死亡率の違い

は見出されていない。 
現役生活の長さは成功や身体機能、運動状態、才能、経験などを測る尺度となり、寿命を延ばすこ

ととなりうる。現役生活の長い選手は長期間トレーニングし、チームドクターのサポートを受けて

いるためより健康であるといる。しかし殿堂入り級の選手は同年代の一般人と比較してかなり寿命

が短く、およそ 2 倍の確率で心臓血管疾患により命を落とすようである。控えめな選手の方が寿命

も選手生命も長いようである。 
【個人的見解】「メジャーリーガーの寿命が一般人と比較して長いのは、トレーニングを積んでい

るから一般人より健康であるため」という見解は正直もっと検討の必要があると感じた。また「1876
年から 1900 年にデビューした選手は、死亡率におけるアドバンテージは小さく、1901 年から 1973
年にデビューした選手において大きいということがわかった。」というデータより、1900 年以降か

ら選手の栄養管理などへの関心が急激に高まっていったと考えられる。そして「殿堂入り級の選手

は同年代の一般人と比較してかなり寿命が短く、およそ 2 倍の確率で心臓血管疾患により命を落と

すようである。控えめな選手の方が寿命も選手生命も長いようである。」という見解がかなり興味

深く感じた。心臓血管疾患で亡くなる方が多いことから偉大な選手は意外と食生活などに問題があ

ったなどの理由が考えられるが、本当の理由は未知のままである。 

 引用文献 

Jarron M. Saint Onge, Richard G,. Rogers, Patrick M. Krueger, “Major League Baseball Players Life Expectancies” 
Published in final edited form as: Soc Sci .2008 July 17; 89(3): 817-830. doi: 10.1111/j.1540-6237.2008. 

00562..x. 
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 米軍における外傷後ストレス障害 PTSD （電子システム工学専攻 河波慧 10621008） 

近年，イラク戦争・アフガニスタン戦争に派遣された米兵の中から精神的な変調を訴える者が続出

し，大きな社会問題となっている．帰還兵の離婚率や別居率は高く，ホームレスに大きな割合を占め，

薬物やアルコールの乱用などから自殺するケースが多々ある．この原因に「戦闘ストレス障害」が考

えられ，この概念は第 1 次世界大戦の頃から認識されるようになった．具体的な症状には，過度の警

戒心を抱く，恐怖や不安，怒りっぽくなる，パニックを引き起こす，記憶障害などがある．これらの

症状が続くことにより，痛ましい体験が脳裏に蘇えるフラッシュバック，不眠，悪夢，アルコールや

薬物の乱用，抑うつといったストレス障害に発展していく． 

これを一般化したものが「外傷後ストレス障害」（Post Traumatic Stress Disorder: PTSD）と

呼ばれるものであり，暴力，天災，事故，戦争といった出来事が精神に影響するトラウマによっても

たらされる精神疾患である．戦争の場合，死体を目撃したことや待ち伏せ攻撃を受けたことによるシ

ョックが大きな原因となっていると考えられる．2008 年の調査では，帰還兵 1965 人中の約 14%

が PTSD，約 14%が抑うつの症状が出たとされている． 

第 1 次世界大戦，第 2 次世界大戦では元々有している性格などに影響されて発症すると考えられ

ており，戦闘による精神的外傷による影響は軽視されていた．しかし，ベトナム戦争によりこの精神

的外傷が社会全体に大きく影響を及ぼすことが認識されるようになった．戦争の長期化，ほとんどが

ゲリラ戦となったために敵を特定できない状況が続き，強度のストレスを感じることとなった．その

ためベトナムの民間人にも多大な被害が出てしまい，その残虐行為が米国に報道され反戦運動が活発

化した．その結果，帰還兵は冷ややかに迎えられて社会から心理的・社会的に孤立する状況に陥った．

ある調査では帰還兵の中 30.9%が PTSD の全般的な症状を，22.5%が一部の症状を発症したと記

録されている．ベトナムに従軍した兵士全体の 280 万人に換算すると，最小でも 18%，最大で 54%

の兵士が PTSD を発症したと考えられる． 

現在，米国ではイラクからの帰還兵による犯罪や自殺がしきりに報じられており，これまで 121

件の殺人事件が起こっている．アルコールの乱用や家族間の不和，海外派遣に伴うトラウマなどが原

因となっているのではないかとみられている．これらの事件に共通しているのが，帰還兵の親族や友

人が「彼はイラク派遣前後で人が変わってしまったようだ」と述べているという点である．また，事

件を起こした帰還兵が必ずしも戦闘任務に従事していたとは限らないという興味深い事実もある． 

2007年までに陸軍では 1666 件の自殺に関した事案が起こっている．このうち自殺が109 件，

自殺未遂が 935 件，自殺の意図に止まった例が 622 件となっている．これらの事案に関わった兵

士はほとんどが若年層や階級の低い者たちであり，25 歳以下の兵士は自殺者の 45%，自殺未遂の

70%を占めている．また、下士官兵は自殺者の 90%，自殺未遂の 98%を占めている．このことか

ら戦闘活動に携わることの多い若い下士官がストレスの影響により自殺を図ると考えられる． 

政府は対策を練っているが，現役の兵士に対する案だけで帰還兵は対象としていない．これは兵士

が早期に軍務に復帰できるように行っているものである．このことからも兵士の扱い方の酷さがうか

がえる．近い将来，自衛隊の海外派遣も活発になるかもしれない．今回のデータはすべて米軍に関し

てのものであるが，自衛隊にも同様の症状が発症すると考え対策を練る必要がある． 

 引用文献 

（1）Terri Tanielian et al., Invisible Wounds of War; Summary and Recommendations for Addressing Psychological and 

Cognitive Injuries , 2008, pp.11-12.  

（2）Operation Iraqi Freedom （OIF） Mental Health Advisory Team（MHAT） Report , 16 December 2003, p.12. 

（3）Deborah Sontag et al.,“ Across America, Deadly Echoes of Foreign Battles,” New York Times , January 13, 

2008. 

 参考文献 

メンタル・ヘルスをめぐる米軍の現状と課題，鈴木滋，国立国会図書館調査および立法考査局，2009 
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 血液型性格判断が受け入れられる理由 （先端ファイブロ科学専攻 樋口了慈 10651018） 

現代の日本では ABO 式血液型と性格の関係があるという考え方があり、血液型性格判断、血液型

人間学、血液型占いといった呼称のもと、テレビや雑誌等で多く取り上げられている．血液型性格関

連説は古川竹二の仮設に由来するものであるが，提唱後以降多くの追試が行われた結果，学問的には

妥当性がないという判断されるに至った（１）．しかし，様々な調査において約 6 割の人々が血液型と

性格の関係を認めているように血液型性格判断は日常生活において受け入れられ，実践されている． 

  なぜ，学問的に妥当性が無いと判断されている血液型性格判断がここまで受け入れられている理由に

ついて考えてみる．佐藤の調査（2）によると，「血液型と性格の関係に興味があるか」という質問に対

して，興味のない人は 25%しかいなかった．また，「自分以外の人が血液型と性格の話題を切り出し

たときにそうするか」といった質問には約半数の人が自分からは切り出さないと答えているが，血液

型と性格の話題が出たときに「話題に入らない」と答えたのは 5%に過ぎなかった．このことから， 

  一度，血液型と性格の話が出るとその話題が維持することを示唆している． 

   また，血液型と性格の話題となる状況についての質問では，話題となる状況では，「知人との会話

中」と「見知らぬ人との同席するとき」という 2 つにまとめられることができた．「知人との会話中」

では既知の人と一緒にいる状況すなわち電話や喫茶中が挙げられるが，この状況下では雑談などその

場つなぎ的な要素として話題に挙げられている．血液型と性格の話題は誰でも話題に参加することが

でき，しかも，順番に話題の中心になることができるので，軽い社交場面では格好の話題であると考

えられる．かたや「知人との会話中」では，お互いが相手をよく知らない状態で会話が進む．この様

な状況下で相手を知るために，「あなたはどのような人ですか」，「あなたはこんな人ですか」と尋ね

ることは失礼であると感じ，なかなか口に出すことができない．しかし，血液型と性格を話題にする

ことで初対面の人同士での会話のきっかけをつくることができるだけでなく，お互いが相手について

の情報を得ることができる．いずれにせよ，血液型の話題は知り合い同士の間でも，初対面者同士の

間でも，気軽な話題として重宝されるとうかがえる． 

   血液型と性格の話題は個人だけでなく，対人関係についても語ることができ，またゲーム感覚とし

ても楽しめることができ，親和促進機能を持ち合わせていると考えられる．さらに，個人の血液型が

何かであるということは個人の情報としての価値を持つ。このため，自己呈示機能を持つようになる

と考えられる．このような状況が続くと自分の血液型が何であろうということが自己意識の一側面と

して重要になってくる．血液型性格判断が上記のような機能を持ち合

わせていることが考えられるなか，人々に受け入れられているという

ことは，現代の日本では「自分や相手を知る」，「自分と相手の相性を

知る」といったことに関心が持たれていると考えられる．しかし，こ

のニーズに対して応えるものがあまりないため，学問的には妥当性の

無いと言われる血液型性格判断が受け入れられているのではないかと

考えられる． 

    このように，血液型性格判断は性格理論としての機能を果たすだけ

でなく，人々との会話の潤滑油として働いたり，自分を呈示する格好の話題になりうる．血液型性格

判断は理論というより習俗としての見方ができる。しかし，血液型性格判断は少数者に対して不利に

働く可能性が示唆されており（２），こうなると，血液型性格判断は理論であるとは益久言い難くなり，

習俗としても好ましいものとは言えなくなる．よって，日常会話の単なる場つなぎの話題にとどめる

のが望ましく，就職や保育等で血液型を考慮した対応や処遇を変えることは避けるべきである． 

 引用文献 

（1）上村晃弘,サイトウタツヤ,疑似性格理論としての血液型性格関連説の多様説パーソナリティ研究, 2006,第 15 巻第 1

号,33-47 

（2）佐藤達哉,血液型性格関連説についての検討, 社会心理学研究, 1993,第 8 巻第 3 号,197-208 
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 効率的な休養を （応用生物学学専攻 島林 優一 10611012） 

みなさんはフットサルというスポーツをご存知だろうか。フットサルは、ポルトガル語でサッカーを

表す「futebol」と室内を表す「salão」の合成語である。よくミニサッカーと表現されることがあるが、

そのような表現とは裏腹にサッカーとは似て非なるスポーツである。 

現在、フットサルは 100 カ国を越える国々で行われており、その競技人口は世界で 1200 万人以上、

日本だけでも５0 万人以上と言われている。サッカー経験者がリタイア後、または並行して行うイメー

ジのあるフットサルであるが、ロナウジーニョ(AC ミラン)、ロビーニョ(サントス FC/ブラジル代表)、

ダビド・ビジャ(バルセロナ/スペイン代表)などフットサルから自身のキャリアをスタートさせているサ

ッカー選手も少なくない。 

フットサルは 38－42×18－25m のピッチにおいて、各チームゴールキーパー1 人を含む５人対５

人で試合は行われる。試合時間は 20 分×２のプレーイングタイム(ボールがインプレー中だけ時間が進

む)である。 

サッカーと比較して、ピッチの大きさが格段に小さい(サッカーのピッチの約 6 分の１である)ことと、

４秒ルール(セットプレー等は４秒以内に行わなければいけない)があるため、選手はほとんど休む間も

なく次のプレーへと移行しなくてはならない。よって時間当たりの疲労度はサッカーよりも必然的に大

きくなる。直線的なロングランが多いサッカーとは対照的に、フットサルでは短距離のダッシュと切り

返し、言わばシャトルランのような動きがプレーの大半を占める。そのため、膝への負担はかなり大き

くなる。 

イタリアでは大学のフットサル部は週の半ば及び週末と、１週間に２試合をこなすのが一般的である

ようだ(1)。このようなタイトなスケジュールはプロの選手においてもトーナメントの大会などでしば

しばみられる。この場合に重要になってくるのは休養の質である。試合翌日等の限られた期間を使って

より効率的に回復を図れるかどうかが、シーズンを通しての選手のパフォーマンスを左右する。 

休養は、マッサージ、サウナあるいは単に横になるといった“消極的休養”と軽い運動をして回復を

図る“積極的休養”とに大きく分けることが出来る。前者は例にも挙げたようにマッサージを受けたり

横になったりと、身体を動かさずに回復させる方法である。こちらは精神的疲労(ストレス)も軽減する

ことが出来る。一方、後者はウォーキング、ジョギング、水泳等、主に有酸素運動を軽くゆっくりと行

うことで、体内の血液循環を良好にし、筋肉中の疲労物質である乳酸を排出することが出来、また同時

に栄養・酸素などを素早く補給することも可能である。 

運動生理学のフォックス氏は、疲労困憊の後で、軽い運動をしたグループと、安静にしたグループの

２つについて、血中乳酸除去の様子を回復時間で分析した。すると、歩行やジョギングなどの軽い運動

をする方が、安静状態のままでいるよりも乳酸除去のスピードが早いという結果が出た。何もせず安静

にしている場合の乳酸半減期は 25 分であるのに対し、軽い運動をした場合はわずか 11 分であった。

また、両者の血中乳酸完全除去期も比較すると、前者では 3 時間近くであるのにたいし、後者は 1 時

間以内であることも分かった。 

まとめると、消極的休養は身体および精神ともに回復を図ることが可能であ

る。積極的休養は血液循環を目的とし、より速い身体的疲労回復が可能である。

この 2 種類の休養を状況によってうまく使い分け、より高いコンディションを

維持出来るかどうかが、良いフットサラーひいてはアスリートの要素の１つで

あると言えよう。 

 

 

 引用文献 

（1） ANTONIO TESSITORE, ROMAIN MEEUSEN, RITA PAGANO, CINZIA BENVENUTI, MONICA TIBERI, AND LAURA 

CAPRANICA, EFFECTIVENESS OF ACTIVE VERSUS PASSIVE RECOVERY STRATEGIES AFTER FUTSAL 

GAMES. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(5)/1402･1412, 2008  
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 １点の得点・１点の失点・１点の重み   （応用生物学専攻 橋本拓真 10611022） 

ＤＦ駒野友一選手が泣いた。日本サッカーが初めて経験するＷ杯でのＰＫ。パラグアイ選手３人が

成功し、遠藤・長谷部選手に次いで３人目のキッカーとして、相手ゴールキーパー（以下 GK）と対

峙した。力強く蹴ったボールは無情にもクロスバーをたたき、得点にはいたらなかった。サッカーは

相手の陣地のゴールを入れ合い、得点を競うといった活字にしてしまうと極めて単純な競技である。

しかし手を使わずに足のみとなると、なかなか得点が入りにくい。野球では比較的珍しい１点差の勝

負なども、サッカーでは当たり前である。 

これまで行われてきたサッカーの技術分析的研究では、多くがキック動作に関するもので GK の動

作に関する研究はほとんど報告されていなかった。GK の動作の中でも、特に立位で対処できないコ

ースに放たれたボールに対して飛び込んでいくダイビング動作は得点が入るか否かを左右する重要

な防御策である。GK の最終手段とも言えるダイビング動作で一定時間内で到達できる移動範囲を定

量的に捉えることが出来れば、攻撃側の選手にとっては GK の守りにくいエリアを把握し PK や攻撃

時のターゲットエリアとして活用出来る。もちろん、GK にとっても防御手段の選択やトレーニング

の指標としてなど、実践的に大きな意義を持っている。 

松倉ら(2009)は、サッカーゴール内の３種の高さ（高・中・低）、２種の距離（近・遠）、２方向

（右・左）にランダムに放たれるボールへのダイビング動作の到達時間、体幹や手の動作の推移を計

測した。その結果、ダイビング動作の到達時間は左右に有意差はなく、遠距離では高さが中・低・高

の順にボールまでの到達時間が長くなり、近距離では高さが中・高・低の順にボールまでの到達時間

が長くなるといった GK からボールへの移動距離の違いによって到達時間が変化することが明らか

となった。つまりゴールエリア内には必然的に守り辛い場所が存在しており、攻撃側は GK から近い

距離へは低いシュート、遠い距離へは高いシュートの方が防御されにくい、逆に GK は本質的な弱点

を認識し、近距離の低いボールは足で対処する等の対処法を念頭におきトレーニングに励むことで、

貴重な１点を獲得／阻止する近道になるのではないだろうか。 

また、体幹の移動速度の計測結果では、遠距離へは加速す

る局面が２度、つまり助走による加速と飛び込み時の体の伸

展による加速があり、近距離では助走がなく加速局面が１度

だけ存在していた。この距離によって異なる GK の動きを

Graham ら(1999)は、GK のダイビング動作はボールの位

置に応じて変化しており、それはステップの仕方や重心の移

動、体幹の回転の仕方、飛び込み動作時の体の伸展により調

節されると指摘している。ボールへの到達時間の違いはこの

距離に応じた動作の調節に影響していると考えられ、トレー

ニングの中で追求していくべきポイントだと言えるだろう。 

日本を代表する GK の楢崎正剛選手は、著書『失点』で「GK

にとって失点とは取り返せないミス」であると記している。

失点の原因はチームスポーツである以上、組織としてのミス

のはずである。しかし楢崎選手は「失点はゴールキーパーが

どうにか防げるもの」であると考えており、そして「自分の責任だと感じるからこそ、同じ過ちはし

ないと誓い練習に取り組める」と語る。 

失敗を誰かのせいにするのは、とても楽なことである。しかし、それでは成長を望めない。楢崎正

剛選手にとっての失点、駒野友一選手にとってのシュートミスは次の成功や勝利に生かすためのチャ

ンスとも言える。日々進歩するスポーツの技術分析的研究は、そんな選手達のサッカー人生、選手観、

１点に対する強い想いをサポートする大きな力となりうるだろう。 

 引用文献 

（1）松倉啓太,浅井武,サッカーのゴールキーパーにおけるダイビング動作の到達可能範囲, 体育学研究 54:317–326，2009  
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 自然な動きが魔球ジャイロボールを生み出す （応用生物学専攻 梁井啓史 10611032） 

老若男女問わず，野球は日本で 1,2 を争う人気のスポーツである．野球といえばチームスポーツ

ではあるが素人の私はピッチャーにばかり目が行ってしまう．変化球で攻めたり，力でねじ伏せたり

様々なタイプのピッチャーがいるが，150km/h を超えるストレートで奪う三振は鳥肌ものである．

そんなプロ野球選手の剛速球に憧れる人も多くいるだろう．私もそんな人たちの一人で，野球初心者

ながら剛速球を真似ようと力ずくでボールを投げ，肘や肩を痛めることが多い． 

一体，速球を投げるには何が必要なのか？ そんな研究が大学生の野球部員を対象にして行われて

いる（1）．この研究は投球動作によるボール速度の変化を調べたもので，投球動作においては特に肩

関節の回転，肘を伸ばすこと，体幹を軸にした回転運動などがボール速度に貢献するのだという．こ

の研究では行われなかったがもちろん，運動のための筋力など他の要素も重要だろう．そんな様々な

条件に当てはめて運動動作の最適化をコンピュータで行った研究がある（2）．ここでの最適化とは，

体力の消耗を最小にすること，動作の滑らかさ，無理な運動による損傷を防ぐというような動作を指

している．剛速球で有名なあるプロ野球投手の投球動作を調べてみたところ，平均的な投手に比べ，

ボールリリースまでの手の軌道が大きいということが明らかとなった．この軌道には，主に体幹の回

転方向と逆向きの肩関節の外旋，その後の体幹の回転と同一方向への肩関節の内旋運動が関与してい

るという．この回転運動の速さが手の軌道を大きくし，滑らかな加速をもたらすのである．さらに，

体幹と肩関節の回転運動によって，コリオリ力（ジャイロ効果）という慣性力の一種を発生し，肘関

節の伸展に影響し，さらに球速を上げる要因になるのだという． 

これらの動作は意識して回転を生むためにねじって行うものではなく，一連の流れの中で生まれる

自然な動きなのである．簡単な例を挙げると，水銀体温計を振る時を想像してみると，投球のような

縦のスナップを効かすのではなく，腕を内側にねじるように振っていると思う．文献（3）によると，

それが人間本来の腕を振る自然な動きで，投球のような振り方は肩や腕に負担のかかる造られた動作

なのだという．そこで先ほどの最適化された投球によって最終的に腕が内旋されることでそれが緩和

され，しかも球速も上がるのである．さらに面白いのは，その最適化された投球動作から放たれるボ

ールは「ジャイロボール」になる可能性が高くなっているというのである． 

ジャイロボールとは，ボールの進行方向とボールの回転軸が一致しているもので，アメリカンフッ

トボールのパスのような回転をしている球のことである．ジャイロボールは浮き上がる魔球だと聞い

たことがある人もいると思うが，ソフトボールのライズボールとは違い，実はジャイロボールはフォ

ークボールとほぼ同じ軌道を描き沈む球なのである．縦スライダーと呼ばれる変化球にもジャイロボ

ールと同様の回転が見られており，まさに沈む球である．では，なぜ浮き上がると言われるのか？ そ

れは空気抵抗の小ささにある．フォークのような放物線軌道にも関わらず，空気抵抗が小さいため減

速せずにホームベースに到達するのである．その結果，打者には伸びて浮き上がるように見え，ボー

ルの下を空振りするのである．またジャイロボールには２シームと４シームがあり，２シームはボー

ル１回転の間に２回，４シームは４回ボールの縫い目が通過するものである．２シームは縫い目が非

対称になるため，対称になっている４シームより空気抵抗が大きくなる．それにより，タイミングが

わずかに狂うため，打者にとってさらに打ちづらい魔球となるのである（4）． 

前にも述べたように，このジャイロボールは自然な動きから生まれる．そのため，野球を始めたば

かりの子供たちの多くがこのジャイロボールを投げているのだという（4）．しかし，投球フォームな

どを教えられていくうちにその自然な動きを忘れ，幸か不幸か，真っ直ぐにバックスピンのかかった

球を投げるようになるのである．あなたは魔球を投げられるだろうか？ 

 引用文献 
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研シンポジウム，186-201，2004 
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 青年期における恋愛と性行動に関する研究 （物質工学専攻 高野真也 10615025） 

本研究は親しい仲にある男女が、どのようなデート状況においてどの程度の性行動を正当と考えるか

を調査研究した論文である。この分野では多くの先行研究がなされているが、本研究はデートを誘う側

がどちらであるかという点に着目し、その正当性認知に差が見出されるかに重点をおいた研究である。 

 本研究では被験者の性別（男性・女性）×デートに誘う側（男性・女性からそれとなく・女性）×デ

ート内容（映画・飲み会・相手のアパートへ・自分のアパートへ）の 3 要因被験者間実験であった。し

かしながら 24 パターンが想定されているにもかかわらず、各パターンにおいて被験者が 10 名のみで

あるため、この結論を一般的なものであると帰結するには疑問が残る数値ではある（論文中では先行研

究と同様の傾向が認められたため、データの客観性は高いとされている）。従属変数はキス、ペッティン

グ、性交の 3 測度である。なお、本研究の被験者は大学生・短大生 240 名、平均年齢 18.42 歳である。 

 従属変数の測定は、以下のようにおこなった。すなわち、デート状況の説明を読んだ後に、「デートの

結果、太郎君と花子さんが以下のような関係を持つことはどの程度正当だと思いますか」という質問を

おこなった。測定する性行動の正当性認知は各測度を「全く正当でない」（1 点）から「非常に正当であ

る」（7 点）の 7 段階で評定を求めた。 

 本研究では、デート状況を誘う側とデート内容の 2 要因で操作をしているが、いずれの測度の場合も

正当性認知に差が見られた。キスの場合の平均値は男性（M=4.36）、女性（M=3.81）であり、自分の

アパートに誘った場合（M=4.48）は、映画に誘った場合（M=3.72）に比べキスの正当性を高く認め

ていた。このことから現代の男性大学生は初めてのデートにおいてキスをおこなうことの正当性を比較

的高く認知していることがわかる。ペッティングの場合の平均値は男性（M=3.69）、女性（M=3.15）

であり、自分のアパートに誘った場合（M=3.67）は、映画に誘った場合（M=2.97）に比べペッティ

ングの正当性を高く認めていた。しかし、7 段階の 3 点台の得点であるため、あまり正当でないという

認知であった。性交の場合の平均値は男性（M=3.35）、女性（M=2.68）であり、自分のアパートに誘

った場合（M=3.25）は、映画に誘った場合（M=2.42）に比べ性交の正当性を高く認めていた。しか

し、7 段階の 3 点台の前半の得点であるため、あまり正当でないという認知であった。 

 分析の結果、いずれの性行動レベルにおいても、どちらが誘うか、デート内容に関わらず、女性より

も男性の方が性行動を正当と考えていることがわかった。これは、女性よりも男性の方が性に対して寛

容な考えを持ち道具性が高く、逆に女性の方が性に対して保守的であり責任性が高いといえる参。次に、

いずれの性行動レベルにおいても、デート内容が親密になるにつれて正当性認知が高くなった。これは

映画や飲み会に行くといったデートよりも、家に行くという個人的空間への侵入許可という行為が性行

動への期待や正当性を高めていると考えられる。また、女性からデートに誘う場合の方がいずれの性行

動への正当性認知が高くなった。 

 本研究の結果は多くの先行文献の内容と比べて、新規性に乏しくサンプリング数も少ない。また、多

くの論文において、被験者が大学生の場合、所属する学部・専攻別に調査しているものも多く、大学生

と短大生との括りが雑である。しかしながら、各実験項において先行文献と同様の傾向を示しているこ

と、あるいは参考文献中の総括にも同様のことが書かれていることから、現代の日本人の性行動に対す

る意識を数値的にあらわしている点では興味が持てる。各性行動レベルの得点化に対して、その得点の

根拠の調査をしていないことは、筆者らも本論文の問題点として挙げているが、今後詳しく調査がなさ

れる部分であろう。 

 引用文献 

青年期における恋愛と性行動に関する研究、牧野幸志、経済情報研究第 16 巻第 2 号（2008）、1-10 ページ 

 参考文献 
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 簡単に握力を上げる２つの方法 （応用生物学専攻 内山 諒 10611003） 

近年の健康志向の影響か，ゲームセンターなどで握力の測定機を見かける機会が増えてきた．私は

この測定機を見かけると挑戦してみることが多いのだが，以前測定した時に比べて値が１０～２０kg

の幅で大きくなったり小さくなったりと，結果が大きく変動することがある．測定機の種類は同じで

も，設置してある店によってグリップの幅や形などの設定が異なっている場合が多く，それによって

結果に変化が表れるのは疑う余地がない．しかしそれだけが変動の原因となっているわけではなく，

自分自身の身体条件も当然変動の要因と成り得る．それは特別なトレーニングを行ったり，日々健康

状態に気を配っていなければ気がつかないような大きな変化が身体に無くても，測定時の感情や食事

の質など，普段生活している中であまり意識することのない要因が積み重なり結果に影響を与えてい

るのである． 

このような要因の中，日常的に訪れる身体的な変化として「食事後の時間の経過と握力との関係」

と，「朝の起床後の時間の経過と握力の関係」について調査が行われた（1）．「食事後の時間の経過と

握力との関係」では食事後 0.5 時間後では握力は少し低下するが，その後５時間後まで高い測定値を

示し，ピークである３．５時間後には食事直後の測定値よりも１３％も値が上昇することがわかった．

食事の後には体内で消化作用が行われ，血統濃度が高まることが明らかなため，血統濃度と握力の間

に関連性があるか調査が行われた．しかし健康な人が普通の食事をとった後の血統濃度の上昇は大き

くなく，濃度上昇は一時的なものであり，１．５時間後のピークを経て２時間後には元のレベルに戻

っていたことが判明した．この濃度変化は握力の変化と一致しないため，血統濃度が握力に直接的に

及ぼす影響は非常に少ないと考えられている．また「朝の起床後の時間の経過と握力の関係」におい

て，起床後に食物を摂取する，しないに関らず時間の経過によって握力は急激に増加し，１時間後に

１２％，２時間後に２０％，４時間後では３７％も握力が増加していることがわかった．起床直後は

身体の緊張が睡眠によってばらばらにほぐされている状態であるため，やはり起きてすぐに十分な力

を発揮することはできないようである．以上のように，普段何気なく生活している中，どのタイミン

グで握力を測定するかによって結果が変化することが予測される．種々の要因によって変動するもの

を単純な因子によって考察するのは難しいことではあるが，このデータを信用するのであれば，起床

した３０分後に食事を摂り，その３．５時間後に測定を行えば，もちろん自身の有する能力の範囲内

に限った話ではあるが高い数値が期待できのではないだろうか． 

ゲームセンターに測定機が置かれていたり，学校で行われるスポーツテストの項目の中に含まれて

いたりと，自身の筋力を示す値として握力を目にする機会が多いが，そもそも，なぜ握力というもの

がこんなにも着目されているのか．その答えは『新・日本人の体力標準値 2０００』という書籍に

記されており，握力は背筋力や脚筋力といった，その他の筋力の測定値と比較的相関性が高いため，

全身の筋力の指標として用いられているのだと

か（2）．その昔林檎を握り潰すことに憧れ、握

力の強化を試みた人は少なくないと思う．しか

し本来握力を測定するのにはそういった目的が

含まれていたのであり，決して林檎を握り潰す

指標としての測定が行われていたわけではない

のである．いたずらに握力のトレーニングを行

い，その結果に一喜一憂していたかつての自分

の姿を今こうして思い返してみると，いかに浅

はかな動機であったのかと苦々しい思いに駆ら

れる． 

 引用文献 

（1）杉江義刀, 久川太郎, 金田邦博, 握力についての考察, The Journal of the University of Transportion Economics 

Ryutsu keizai ronshu, 1(1), 127-130, 1966 

（2）道上静香, 宮本孝, 三神憲一, 平成 16～18 年度滋賀大学経済学部新入生の体力・運動能力測定値の年次推移について, 滋

賀大学経済学部研究年報 Vol.14, 95-102, 2007 
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新・日本人の体力標準値 ２０００, 不昧堂出版, ２０００ 
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 学習における刺激の重要性 （電子システム工学専攻 上林昌生 10621003） 

受験勉強で実感したことだが、英単語などの暗記をするときただ目で見て覚えるのではなく、実際

に自分の手で書いてみる、単語の発音を繰り返すなどを同時に行うと、目で見るだけで暗記するより

もより効率よく暗記できるというものだ。一つの刺激よりも複数の刺激を組み合わせることによって

暗記や技能修得の効率が向上するのである。これは知識方面だけではなく、スポーツ方面においても

同様のことが言える。 

ここで一つの実験を示す。この実験は柔道の練習における肉体面のトレーニングにおいて、聴覚か

らの刺激群による脳への刺激が及ぼす効果を評価することを目的としたものである。具体的な内容と

しては、リオデジャネイロ郊外の私立学校の基礎教育課程の 2 回生 12～14 歳の男女 20 人(いずれ

も事前の診断において柔道に関する技能が低いと判断された者)を対象とし、ランダムに CG(Control 

Group)と EG(Experimental Group)の二つのグループに分け、柔道のトレーニングを積ませる。こ

の二つのグループは柔道のトレーニング方法に違いがあり、CG の方は通常のトレーニング方法だけ

であるが、EG の方は同様のトレーニングを聴覚からの刺激による脳への刺激を受けた後に練習を積

むというものである。どちらのグループのトレーニングも 36 回に分けて行われ、45 分間にわたる

柔道のトレーニングと EG はそれに加えて事前に 35 分間の聴覚刺激による脳への刺激を伴うトレー

ニングを受ける。そうしてトレーニングのプログラムを全て終えた後、5 台のカメラにより被験者の

動きを撮影し、その映像を 10 分割して個々の動きを分析し、それぞれ 10 点満点で採点し、合計

100 点満点で評価する。そして、CG と EG それぞれのトレーニング前とトレーニング後の結果を

比較し、聴覚刺激による脳への刺激のトレーニングへ及ぼす効果を評価、検証を行ったものである。

この結果は、CG のトレーニング前の平均点が35.9、EG のトレーニング前が 37.9であるのに対し、

トレーニング後では CG が 46.9、EG が 76.6 となった。（1）点数を見ただけでも EG の方が圧倒的

に優れていることが分かる。ではなぜ脳に刺激を与えるだけで柔道技能の修得の度合いにここまで差

異が出るのかということである。 

学習と記憶は関連しており、切っても切れない関係である。ここでいう学習とは新たな知識を習得

すること及びそれにより自らの行動に何らかの修正が加えられること、記憶とはその新たな知識を維

持することを言う。（1）何らかの動きを学習するということは、運動神経が記憶したその動きの手順(手

続き上の記憶とも言う)をどこまで正確に記憶できるかと言う事である。この手続き上の記憶は、私

達が「習慣」と呼ぶものの構成に不可欠であり、またそれは日々の経験(色、音楽、本、香りなど)に

よって形成されるのである。これらは感覚的な刺激となって細胞を活性化させ、記憶を作り出すので

ある。以上のことより私が実感した、英単語の暗記におけるスペリングの練習及び発音練習は触覚的

刺激、聴覚的刺激となって脳を刺激し細胞を活性化させることで記憶の作成を補助していることが分

かった。 

また、記憶には長期記憶と短期記憶が存在するというのは既に知られていることだが、覚えた知識

などはまず短期記憶に記憶される。しかし短期記憶とはその名の通り  

ごく短時間しか記憶されず、長期記憶に保存されることによって初め 

て、後から思い出せるような記憶になるのである。このようにして得 

た知識や技能の手順を長期記憶に保存できればより確実に、より正確 

にそれらを思い出し、再現できるようになる。そのためには反復学習 

などが必要になるのだが、それにも脳への刺激というのが関わってく 

る。いかにして感覚神経や脳へ刺激を与えるか、今後の生活の中での 

課題となるだろう。                              

 引用文献 

（1）An evaluation of the effects of cerebral stimulation on motor learning of adolescents 
practicing judo, Valécio Senna, Fabrício Bruno Cardoso, Iris Lima e Silva and 
Heron Beresford,Sport Sciences for Health,volume 5 number 3,101～104,Springer 
Milan,2009 
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 ライフスキルと健康生活 （電子システム工学専攻 山﨑翔太朗 09621036） 

青少年を取り巻く社会や環境の変化は、健康への発育発達にさまざまな課題を生み出しています。

例えば、受験戦争や自由な生活の場の減少は対人関係能力の低下や自己指導能力の低下などを生み、

青少年の悩み不安・過剰なストレスを引き起こしています。一方で、青少年のストレスに対する耐性

の低さや対処の不適切さが強調され、青少年を取り巻く健康問題は多様で深刻になってきています。

そのような中、健康に生き抜く力として重視されている能力として「ライフスキル」が注目されてい

ます。ライフスキルとは「日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して建設的かつ効果的に対処

するために必要な能力」と WHO によって定義され、人が適応的・積極的に行動するための能力とし

てとらえられています。健康行動を目的としたライフスキルの形成に焦点をあてたさまざまな教育プ

ログラムが開発され、飲酒・喫煙・薬物乱用やいじめの防止などにその有効性が示されています。こ

のように健康行動を目的としてライフスキルの育成といった健康教育への期待が高まりつつありま

すが、今日の体育・スポーツ心理学研究においてスポーツ活動経験このライフスキルの育成を促進す

る要因として特に注目されています。ここでは、健康に生き抜く力の一つとしてライフスキルを日常

生活において健康を高める際に役立つスキルとしてとらえ、スポーツ活動との関係を見てみましょう。 

異年齢集団で組織化されるスポーツ活動となると、さまざまな心理社会的な効果が期待できます。

例えば、運動やスポーツにおいて目標を設定し、それを達成しようとする過程で、苦しい練習や試合

を体験します。このような苦しい練習や試合に耐えるような場面を体験することによって、心理的身

体的耐性が高められます。また試合に向けて体調を維持するために、睡眠や栄養といった心身のコン

ディショニングが必要とされます。こうしたコンディショニングの調整は生活習慣の確立にもつなが

ってくると考えられます。運動・スポーツでは練習と試合が繰り返され、競争場面は勝敗や成功失敗

が体験されます。相手に勝ち、あるいは成功を収めると自信が生まれます。したがって競争で「勝つ

こと」「成功」をどのように位置づけるのかは、非常に重要な問題となります。危機的状況における

能力発揮の自信や努力すれば報われるといった成功への自信は、積極性や自主性を生み出し新たな価

値ある目標の設定へと発展します。さらに、集団内での対人関係や集団への適応性は集団活動を継続

する上でまず経験しなければならない試練です。個人スポーツであれ集団スポーツであれ、チームワ

ーク・協調性・規範の遵守、そしてリーダーシップやメンバーシップの発揮などといった集団への適

応性が養われます。このようなスポーツ活動による体験は青少年の心身の発育発達において重要な役

割を担っており、社会的規範や社気的スキルなどライフスキルに関連する心理的・社会的変数の形成

に役立つことも考えられます。 

スポーツ活動によって獲得された心理的変数が日常生活においてどのように活かされているかに

ついて検討した研究をいくつか紹介します。スポーツクラブ経験と心理的対処能力の研究(1)では、

男子においてスポーツクラブ活動経験者が忍耐力・積極性・競争意欲・協調性などで優れており、そ

の条件として小学校という早い時期に経験・運動量も多い・長期間経験していることを報告していま

す。高校時の運動部活動参加者と不参加者のライフスキルを比較検討した研究(2)では、両群間に有

意差が認められ、参加者は一般生徒よりも対人スキルおよび個人スキルを獲得している程度が高いと

いう結果を報告しています。これらの結果を総合すると、運動・スポーツ活動への参加が青少年の心

理的・社会的変数の形成に役立つ可能性があると言えそうです。 

スポーツ活動への参加が健康生活スキルに影響を及ぼしている可能性が示され、スポーツ活動を経

験する過程で青少年はさまざまなスキルを要求されることがわかります。それには身体的・技術的な

スキルだけではなく、ストレスへの対処・他者とのコミュニケーション能力・セルフコントロールと

いった心理的な側面も含まれます。こうした運動・スポーツ場面で獲得されたスキルを日常生活に移

行させることができるならば、現在の生活および今後生じるライフイベントにもうまく対応できると

考えることができます。このように、運動・スポーツ活動は青少年の心身の発達や改善に計り知れな

い効果をもたらします。 

 

『ライフスキルと健康生活』 村上貴聡 体育の科学 Vol.55 No.2 2005 

 引用文献 

（1）徳永幹雄ほか：スポーツクラブ経験が日常生活の心理的対処能力に及ぼす影響．健康化学，17：59‐68，1995 

（2）上野耕平ほか：運動部活動への参加による生徒のライフスキル獲得に関する研究．体育学研究，43：33‐42，1998 
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 スポーツの危険な側面 （電子システム工学専攻 湯浅淳平 10621037） 

ソフトボールは野球から派生した球技で、野球よりも大きくて柔らかいボールを使用し、狭い競技

場で行われる。技術的にさほど難しくなく危険性も低いために、年齢や性別を問わず多くの人に親し

まれている。日本は北京オリンピックでの金メダル獲得をはじめ 3 大会連続でメダル獲得しており、

ソフトボールの強豪国として知られている。 

近年、バットの高性能化が進んでおり、それに伴って打球速度も上昇している。当然ながら、打球

速度が上昇すればバッターが打ったゴロやライナーが野手の間を抜けやすくなるため、ヒットを打て

る可能性が高まる。よって、打球速度は試合の勝敗に影響する大きな要素といってよいだろう。また

観戦する人の立場から見ても、非常にスリリングな試合を楽しむことができる。 

しかし安全面の観点から、打球速度が上昇することはピッチャーにとっては非常に脅威である。毎

年、ソフトボールにおいて打球が直撃したピッチャーが怪我をしたり、最悪の場合は死亡するといっ

た事故が数多く報告されている。ピッチャーが打球をキャッチしたり、避けたりするにはある程度の

時間が必要であるため、反応できる限界を超えた速度で打球が飛んできた場合、ピッチャーは打球に

対して反応できずに事故が起こってしまうのである。 

アメリカのスポーツ協会（United States Specialty Sports Association:USSSA）やアマチュ

アソフトボール協会（Amateur Softball Association:ASA）によると、人間はバットにボールが

当たってから飛んできた打球に反応するまでには 0.420 秒必要であるという。これは打球速度に換

算すると 137.2km/h である。もちろん、反応の速さは人によって異なるが、ピッチャーは常にピ

ッチャー返しの打球を想定しておかないと打球に対する反応がさらに遅れてしまい、事故につながる

のである。また、疲労が蓄積している場合も反応が遅れる。 

ソフトボールは野球のボールよりも柔らかいので比較的安全とされているが、世界最速のピッチャ

ーと言われているアテネ・北京オリンピックで日本代表に選出された上野由岐子投手が投げる球は金

属バットをへし折るほどの球威がある。実は、ソフトボールはそれほどの衝撃がある。 

ピッチャーの安全を守るには打球速度を落とす工夫が必要である。そこで、低反発球やアルミ製の

バットの使用が推奨されている。 

ソフトボールに限らず、野球でも事故が起こっている。2002 年 9 月 8 日、当時ドジャースに所

属していた石井一久投手がアストロズ戦で頭部に打球を受けるという事故があった。翌年には復帰し

たが、打球が当たったところがボール 1 個分ずれていたら命の危険があったという。これは速い打球

に対してピッチャーが反応できなかった典型的な例である。 

マウンド上のピッチャーだけが危険というわけではない。2006 年 4 月 5 日、ベンチの最前列に

座っていたジャイアンツの高橋尚成投手にスワローズの青木宣親選手が放ったファウルボールが直

撃し、右ほお骨の陥没骨折という重症を負ったという事例がある。これも打球に反応できなかった例

である。ピッチャーに限らず、ベンチ入りしている選手やフィールドプレイヤーはもちろん、ランナ

ーコーチ、そして観客にいたるまで打球から目をそらしてしまうと大事故につながりかねないのであ

る。 

ソフトボールや野球は競技人口が多く、幅広い世代の人々に親しまれているが、実は危険と隣り合

わせの競技である。選手が競技の危険性を意識し常にプレーに集中していれば、事故を完全に防ぐこ

とはできなくても事故のリスクを少しは軽減でき、怪我の程度も軽くすることができるであろう。 

 引用文献 

（1）M McDowell, M V Ciocco, A controlled study on batted ball speed and available pitcher reaction time in  

slowpitch softball. Br J Sports Med 2005;39:223–225. 

（2）Owings TM, Lancianese SL, et al. Influence of ball velocity, attention, and age on response time for a simulated 

 catch. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1397–405. 

 参考文献 

日本ソフトボール協会（http://www.softball.or.jp/） 



 勝負を分ける、足のつり防止    （高分子機能工学専攻 太田直秀 10614007） 

2007 年、ラグビートップウエストリーグの近鉄ライナーズがリーグ

優勝し、ついに念願のトップリーグ昇格を手にした。あるテレビ番組

で、この昇格劇の背景に今まで試合後半になると足がつっていたが、

足のつり対策を行なうことにより試合時間フルに全力でプレーできた

ことがあると報道されていた。また、ワールドカップ南アフリカ大会

でも試合後半になると運動量が減り、さらには足がつり倒れこむ選手

がしばしば見られた。実際に、自分もプレーしているラクロスという

スポーツでも、20 分×4Q という合計 80 分間激しく攻守交代が行なわ

れるものであり、試合後半になるとシュートしたり、ジャンプしたりと力を入れる場面で足がつると

いう事が多々あった。これらの事より、スポーツ（特にラグビーやサッカー、ラクロス等の長時間走

り続ける競技）では、足のつりを防止する事で勝利に近付けるのではないかと考えられる。 

そもそも「足をつる」ということはどのようなことだろう。「足をつる」ということは、一般に、こ

むら返り、筋痙攣等と呼ばれており、「突然起こる強い痛みを伴う非自発的な筋収縮」の事を言う。つ

まりは、筋の張力を感知してα運動神経を刺激する筋紡錘の感度が上昇して、腱の張力を感知しα運

動神経を抑制する腱紡錘の感度低下が起こっている事と考えられている。簡単に言うと、身体が誤作

動を起こしているようなものである。 

それでは、「足をつる」原因は何であるかということであるが、いまだに解明されていない部分が多

く明確な原因は明らかになっていない。ただし、考えられる事として、脱水、疲労の蓄積、環境（気

温、天候、湿度等）、食事等が挙げられている。これらの要因の複数が重なったときに引き起こされる

のではないか。では、実際にトップレベルのスポーツの現場でどのような対策、対処法が行なわれて

いるのだろうか。 

まず、「足がつった」時の対処法として、ゆっくりとした背屈スト

レッチを行なうという事がある。過敏になっている反射を抑える目

的があり、興奮性を抑えて、部位の感度を高めるということで、理

にかなった方法とされている。他には、マッサージをし、ストレッ

チをして、温かくなるクリームを塗って筋温を上げるという方法も

ある。また、漢方薬の芍薬甘草湯という痛みを緩和する作用をもつ

生薬も効果があるとされており、2010 年 3 月 10 日から小林製薬が芍

薬甘草湯の成分が入った錠剤の「コムレケア」を発売している。 

次に、試合が始まるまでの対処法としては、まずは、普段からバランスのとれた食事をとり、栄養

を整えておくことが基本である。また、テニスプレーヤー等は試合の 3 日目から先ほど出てきた芍薬

甘草湯を服用しておくプレーヤーもいるようである。試合当日には、接種タイミングと水分の種類が

重要であり、エネルギーを同時に補給できるドリンクをアップの後に飲んだりもするようである。塩

分の入ったスポーツドリンクを接種する事も効果があるとされている。また、実際に自分でも行なっ

ていたがキネシオテーピングで筋肉の補助をするのも非常に効果的であった。さらに、つってしまっ

たがどうしても試合に出場しなければならない場合にはビニールテープで部位を何重にも巻いて固定

するとその時は走れるようになる。だが、試合が終わった後に激しい痛みや、症状が悪化して軽度の

肉離れになる可能性が高く、実際の経験では 2 週間ほど痛みはとれなくなったので、最終手段として

知っておいてもいいかもしれない。また、砂浜の上をはだしで走り、足のアーチを鍛えるというよう

な方法も効果があるのではないかとされている。 

まとめると、明確な原因がわかっておらず、対処の仕方もさまざまであり、対処をしても効果が出

る人、効果が出ない人まちまちなのである。試合本番までにさまざまな対処法を試して、自分にベス

トな対処法を発見し、徹底してその対処法を行なうことにより、フルにベストコンディションでプレ

ーでき、その結果ラスト 5分等の場面で効果が出てくるのではないだろうか。 

 参考文献 

（1） 奥脇透 Sportsmedicine.2008;98 号 特集「つった!どうする?」 
（2） Waseda Club Roo のスポーツクリニック vol.28,29 

HP(http://www.wasedaclub.com/) 
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 スコアアップの為の練習法 （高分子機能工学専攻 福井隆一 10614032） 

「金曜の夜はボウリングの日」というのが、学部 2 回の頃から現在まで続けてきている僕の決ま

り事です。ほぼサークル活動の様に続けているこの週一ボウリング、モットーは「楽しくマナー良く」

で、固定メンバー +αのレベルも違った 2～6 人が集まります。ボウリングの良いところは、初心者・

子供・シニアを含めみんなが楽しめること、一人でも大人数でも楽しめること、少なからず運の要素

があることなど挙げれば切りが無いのですが、今僕が一番だと思っているのは、「自分の実力がスコ

アとして返ってくることで上達が実感できる」ことです。スコアが伸びれば嬉しいのは誰であっても

当然だとは思いますが、長く続けていてだんだんと上達してくると、いわゆる「スコアの壁」にぶち

当たります。その壁に直面したとき、どう対処すれば良いのか、悩み、試行錯誤し、そしてついに壁

を乗り越え、上達が実感できた瞬間！…を迎える為に、毎週通い続けているようなものです。 

ボウリングのスコアアップの為の練習法について、次のような内容の研究がありました。各グルー

プにおいてスコアアベレージが等しくなるよう振り分けられた４つのグループについて、それぞれ違

った練習を行います。フットポジションを一定に保つ・正しいスタンスで投げる・目標のスパット（レ

ーン上に並ぶ▲印）から目を離さないなど、ボウリングの基礎７項目について４つ全てのグループが

指導を受けた上で、それらを意識してフレームごとに点数をつけながら練習したグループ（NTC : 

No-Treatment Control）、自分の投球で「良かった」項目についてのみフレームごとに点数をつけ、

良い投球を意識して練習したグループ（SM+ : Positive Self-Monitoring）、自分の投球で「悪かっ

た」項目についてのみフレームごとに点数をつけ、ミスを防ぐことを意識して練習したグループ

（SM- : Negative Self-Monitoring）、普段通りの練習を行ったグループ（IO : Information Only）

の 5 週間後のスコアの変化を示したのが右下のグラフになります。フレームごとの項目チェックで常

に自分を評価しながらの練習を行った（SM+）（NTC）（SM-）の伸び率は、それをしなかった（IO)

の伸び率を上回っています。中でも注目すべき点は、（SM+）の伸び率が他のものに比べて極端に大

きいことなのですが、僕が気になってしまうのは、（SM-）の伸び率がかなり小さいということです。 

スコアの壁を乗り越えようと行ってきた僕の練習法をこのグループ分けに当てはめると、これまで

いかに効率の悪い練習を繰り返してきたのかを気付かされます、まさに（SM-）の練習法でした。ミ

スをしないことは、結果としてはスコアに大きく影響します。しかし、その為にミスを減らそうと考

えるのではなく、自らの投球を意識してポジティブに

捉えた練習で、ミスの意識というネガティブな感情を

頭から追い出すことこそが、ミスの少ない良い結果、

ひいてはスコアアップにつながった、と考えるのが正

しいのかもしれません。これは、日本ではまだボウリ

ングブームの最中であったはずの 1982 年の研究結

果です。スポーツ心理学の発展著しい現代に生きなが

ら、生まれる前の研究結果に目から鱗であったのはな

んとも言えない感がありますが、今後に生かせそうな

興味深い内容でした。 

 引用文献 

（1）Daniel SK, Arnold MO, Andrew JT, Robert H, Effects of Differential Self-Monitoring and Level Mastery on 

Sports Performance: Brain Power Bowling, Cognitive Therapy and Research 6, 335-342, 1982. 

 参考文献 

勝木光, ベイビーステップ（Baby Steps）, 講談社（週刊少年マガジンにて連載）. 

ボウリング・マガジン, ベースボール・マガジン社. 
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 結晶薄膜を用いた有機太陽電池 （高分子機能工学専攻 仙石倫章 10614019） 

1997 年 12 月 11 日に国立京都国際会館で第 3 回気候変動枠組条約締約国会議（地球温暖化防

止京都会議、COP3）が開かれました。この会議で地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの一種で

ある二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、

パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) についての先進国の削減率を定めました。

しかし 2008 年から 2012 年までの期間における日本の削減率は 1990 年ベース－６％であるの

ですが 2008 年で＋１．９％と達成できていません。 

温室効果ガスの排出は化石燃料の消費によるものが多く、温室効果ガス削減のため太陽光発電、風

力発電、地熱発電などのクリーンエネルギーの導入が盛んにおこなわれています。最近では住宅の屋

根に太陽光パネルを見かけることも多くなりました。太陽光発電を普及させるために政府が補助金を

だしていたため、先進国の中で日本は世界でもっとも普及した国でした。現在主流の太陽光発電素材

は結晶シリコンですが、価格が高いのがネックです。シリコンの量が十分の一のアモルファスタイプ

などもありますが光エネルギーを電気エネルギーに変える変換効率が低く、劣化しやすいという課題

があります。こうした中、有機太陽電池などの非シリコン系太陽電池の開発がおこなわれていて、低

分子や共役高分子からなる有機太陽電池は軽量、フレキシブル、発電コストの低さから注目を集めて

います。最近、有機太陽電池で変換効率が６％を越えるものが報告されましたが、無機太陽電池は２

０％を超えるのでまだまだ無機太陽電池にかないません。変換効率が低いのは励起子拡散距離が有機

半導体の光吸収距離よりも短いのが原因です。その難点を解決するためにバルクへテロ構造、タンデ

ム構造といった構造が提案されています。 

共役高分子系の太陽電池では良好なバルクへテロ構造を作るだけでなく、キャリア移動度という固

体の物質中での電子の移動のしやすさを示す量を向上させるためアニールと呼ばれる熱処理や溶媒

処理といった作業をおこないます。低分子系では加熱した基盤に有機材料を直接蒸着する方法で良好

なバルクへテロ構造を形成しキャリア移動度を向上させます。しかし、加熱した基盤は低分子膜の表

面を荒くして接触抵抗を増加させます。さらにピンホールの密度も増加させ、ショートの可能性を増

加させデバイスの性能を下げます。 

そんな中、中国の Wang さんらが''弱エピタキシャル成長''

（WEG）という方法を考案しました。この手法を用いると空間

電荷領域を 10nm から４０nm に広げることができます。これ

は自由電子が少ない損失で長距離を移動できることを表してい

ます。また WEG 法では活性層と基板の間の誘導層が直接活性

層の品質を決定デバイスの性能に影響を与えます。すなわち高

性能な誘導層を導入することでデバイスの性能は向上します。

図１にある優れた誘導層である BP2T という新規材料を WEG

法で導入した有機太陽電池は変換効率３．０７％を記録しまし

た(1)。先に報告された６％の太陽電池を超えることはできませ

んでしたが、今後作製条件を変えていくことで性能の向上が期

待されます。このような高性能になった理由は図１の(b)でわか

るように BP2T の電子によって占有されている分子軌道のうち

最もエネルギーの高い軌道が 5.2eV で ZnPc と PEDOT:PSS

をサポートしているからです。また BP2T は接触抵抗を増加さ

せません。さらに分子軌道のうち最もエネルギーの低い軌道が

2.8eV で電子ブロッキング層としても働きます。最後に BP2T

表面上に高性能な ZnPc の薄膜を作製できたのも大きなファクターです。 

 引用文献 

（1） Bo Yu, Lizhen Huang, Haibo Wang , Donghang Yan. Efficient Organic Solar Cells Using a High-Quality 

Crystalline Thin Film as a Donor Layer. Adv Mater 22,9,1017-1020 

 参考文献 

よくわかる太陽電池 日本実業出版社 齋藤勝裕著 

太陽電池活用ガイドブック パワー社 桑野幸徳、武岡明夫著 

図１ a:有機材料 
 b:各材料の電子軌道 
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 ブレインマシーンインターフェース （機械システム工学専攻 中曽根義子 10623033） 

近年，ヒトや動物の脳とそれが生み出す機能について研究する学問である脳科学が盛んに研究されている．

本レポートでは，この脳科学を工学に取り入れたブレインマシーンインターフェース(BMI)について述べる．

BMI とは，脳と外部機器を直結する技術である．このような技術は SF 映画の中だけのような技術と思われ

ていたが，現在この技術を用いた義手など，主に，医工学の分野で活躍が期待されている． 
BMI には，侵襲的，非侵襲的の二つがあり，前者は脳組織に直接侵入し，脳から発せられる信号を感知す

る．後者は脳には侵入せず体表面などで信号を感知する．もちろん両者には短所，長所があり，侵襲のもの

は，信号を直接感知するため，雑音が少ない．しかし，脳に電極を刺すなど，医師が必要であり，またリス

クが伴う．非侵襲の場合は，体表面で筋電センサを用いて感知するので，リスクや医師の仲介もないが，雑

音が多く，正確な信号を感知するのが困難である．この両者とも盛んに研究されており，それぞれの長所，

短所から場合によって使い分けられていることが多いのが現状である． 
また，BMI には，インターフェースを挟んで脳と機械の二つのシステムの間で情報がどちらの方向に伝達

されるかで二つのタイプに分けられる．まず脳から機械に情報が伝達される場合を読み出し技術，機械から

脳に情報が伝達される場合を書き込み技術と表現する．次に実際にどのように脳から情報を取り出したり書

き込んだりするかについて述べる． 
読み出し技術に関しては侵襲的に脳から情報を読み出す時に最も効率的と思われている手段が，脳の情報

処理の単位である神経細胞(ニューロン)の活動を，微小金属電極を用いて細胞外で記録する．この活動は電気

信号として得られ，この活動信号の発火頻度が生体内外のイベントの関連で変化する時脳内でそれについて

の情報処理が行われていると推測できる． 
次に，書き込み技術に関しては侵襲的に脳に情報を書き込むときに最も効率的と思われている手段は，脳

内組織に対する微小電気刺激である．ニューロンが発生させる活動電位とよく似た電気パルスを局所的かつ

一時的に与えることによってその部位に存在するニューロン群を賦活させ，更にはニューロン群の属する神

経ネットワークの持つ機能を人工的に働かせることが可能となる． 
実際，BMI が今後活躍する背景としては，近年高齢化に伴い，身体機能の低下，脳梗塞，脳卒中，パーキ

ンソン病などの脳機能の障害が増加する．また，脳自体に問題がなくとも身体各部に生じる問題のために結

果的に脳が十分機能しない場合もある．このようなハンディを持つ人達は核家族化，少子化，都市化が進む

現代では，有料のサービスを受けるか他人に頼らずに日常生活を送ることを余儀なくされている．我々はこ

のような障害を持った後でも障害からくる制約を受けることなく自由に動き回り，他者とのコミュニケーシ

ョンをしたり，職場へ復帰したりしたいと考えるだろう．そのようなニーズに応えることができると期待さ

れている次世代医療技術であるのが BMI である．しかし，この BMI がなければ障害者は死ぬわけではなく，

より生活の質を向上させるような技術であることから，今までの医療とは異なる点であり，新たな考えであ

る． 
現在行われている BMI 研究を紹介する．感覚器官や末梢神経のダメージのために視力や聴力が失われた患

者は多い．このような患者に対して，外界の物理的な情報を人工的なセンサ(カメラやマイク)を通して電気信

号に変換後，電気刺激を中心とした信号を脳内に伝達する研究が行われている．これは感覚書き込み型 BMI
と呼ばれている．また，運動器官のダメージ(手足の欠損)や脊髄損傷など脳からの運動指令が筋活動として動

かない場合は，患者の大脳の運動関連領域から運動実行の信号を読み出し，電動義手の制御や，電動車いす

の運転を試みる研究が行われている．このような BMI 技術が今後社会で実用的に利用される時代はそう遠く

ないかもしれない． 

 引用文献 

ブレインマシンインターフェースの現状と将来，長谷川良平，電子情報通学会誌，Vol91、No12，P1066
‐1075 

 参考文献 

ブレイン・ネットワークインターンフェース、川人光男，信学誌，Vol91，No2，P123－130 
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 サッカーにおけるキック脚速度とボールの飛距離の関連 

（電子システム工学専攻 渡部 晃司 学生番号 10621038） 

 

現在南アフリカでワールドカップが行われている。そのサッカーの技術において「キック」はシュー

トやパスなどに使われる重要な技術であり、正確なボールコントロールができるインサイドキック,足の

甲の部分で蹴り最も早く・遠くに飛ばすことができるインステップキック,つま先または足の外側で蹴る

アウトサイドキック等がある。中でもインステップキックはボールに大きな力を与えることができ、シ

ュートやロングパス,サイドチェンジ,自陣からのクリアなどに用いられる、使用頻度の高い重要な基本的

なキック技術である。 

 キック時のボールの飛距離に最も影響を与える要素は、キック脚のスイング速度でありその速度が

速いほど飛距離も大きいと考えられる。そしてキッカーの身長・体重・筋肉量等の身体的な能力も重要

であり、特に大腿部の筋肉量がキックの能力に最も影響する。そのため、小学生,中学生,高校生,大学生の

各世代でのキックの飛距離・スイング速度と身体特性,特に大腿筋の筋肉量との関連性について測定を行

うとキックスイング速度は小学生で平均 51km/h,中学生 63km/h,高校生 70km/h,大学生 81km/h,

ボールの飛距離に関しては小学生 24m,中学生 38m,高校生 46m,大学生 57m となり、それぞれの結果

からわかるように年齢に伴い、スイング速度とボールの飛距離は増加している。そしてスイング速度と

ボールの飛距離には正の相関性があり、キック速度が速いほどボールを遠くまで飛ばせることが明らか

となった。これによりスイング速度がボールの飛距離に関して極めて重要であることが確認できる。大

腿筋量とキックスイング速度および飛距離の関連性においては筋量の増加に伴いキックスイング速度は

速くなりボールを遠くまで飛ばせるという結果が得られた。これは小学生が中学生,高校生,大学生と成長

するにつれて身長・体重・筋量が増し、それに伴ってキック力がつくと言える。しかし高校生と大学生

の大腿筋量を比較すると、高校生が 2,814cm3,大学生が 2.822cm3 と大腿筋量にあまり変化は見られ

ない。しかしキックスイング速度とボールの飛距離の関係は、キックスイング速度:高校生 70km/h,大

学生81km/h,ボールの飛距離: 高校生46m,大学生57mと大学生の方が高校生よりも高い値となった。       

これはサッカー経験年数の差による技術面での違い、あるいは筋肉量ではなく筋力の違いが影響してい

るのではないかと考えられる。 

ところで小学生の中には体格が小さく筋量も少ない被験者の方がスイング速度,ボールの飛距離とも

に高い値が得られる傾向が見られた。その原因として、小学生の段階では技術面・体格面・経験年数な

どの個人差が大きいことが挙げられ、特に技術面での個人差が大きいことが考察される。実際、経験年

数が高い小学生ほど飛距離が大きい傾向が見られた（筋力量に関わらず） 

 これらのことを考えるとボールの飛距離は技術面で十分カバーできることがわかる。この技術が体に 

最も定着するのは小学生や中学生の時期であり、少年期は敏捷性や様々な動きを体験することが、技術習得

に役立つことが考えられる。 

 以上の結果をまとめると、ボールの飛距離はスイング速度, 身長,体重などの身体能力,技術的要素に大きく

影響される。そして小学生・中学生においては技術的なトレーニングに重点を置いた練習が重要で、体格や

筋量が顕著に増加する高校・大学生ではパワーを含めた総合的なトレーニングが重要であることがわかる。 

このことから日本のようなサッカー後進国が欧米のサッカー先進国に勝とうとするならば、幼少期からの適

切トレーニングを行うことが重要である。 

 引用文献 

(1) http://www.soccer-ikusei.com/ 

(2) 青少年期のサッカー選手におけるキック脚速度とボールの飛距離の関連 

 参考文献 

(1) 助走スピードがインステップ・キックのフォームおよびボールスピードに及ぼす影響 深倉和明,有吉正博,古谷嘉邦 1978 

(2) サッカーのバイオメカニクス 戸刈晴彦 1983 
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 肥満についての生理学的考察 （機械システム工学専攻 山内達矢 10623046） 

私が読んだのは”肥満は必然である，その行動生理的考察”（１）である．この論文では現代社会で問題と

なっている肥満に関する生理学的考察がなされている． 

一般に栄養や生理に関する生体内機構の研究は動物実験に依るものが大きい．しかし，実験で用いるラッ

トなどはいわゆる野生の野ネズミとは違い，自分で餌を探しに行く必要がなく野ネズミのような苦労がない．

野生の生物にとっての日常行動とは餌を探すことであり，いわばエネルギを使い次のエネルギを得るために

行動しているのである．実験室における研究結果を解釈するさいは，ヒトも含めた被験対象本来の生活行動

に配慮しつつ考察をおこなわなければならない． 

 我々現代人にとって体に貯まる脂肪は健康面，美徳意識の面からみても明らかに悪役とみなされている．

特に先進国においては食物が溢れており，我々は食べることを楽しみととらえている．しかし野生の生物に

とって食べることは生きることであり，食物の不足に備えてエネルギ源として脂肪を体内に蓄積しておきた

いのである．脂肪蓄積のメカニズムとはそのような生物的進化の結果なのである．野生の生物にとって肥満

は決して悪役ではなく，自然の暮らしの中で十分に食物を獲得できない状況に備えて，空腹や飢餓を想定し

た生物として必要不可欠な仕組みなのである．とはいえ人間社会では過度の肥満はよくないことは周知のと

おりであり，事実多くの感染症が克服されてきた現在人類最大の難題は心臓循環系疾患でといえる．生物学

的には本来喜ばしいはずである脂肪の蓄積が，なぜ人類にとって悪役になったのかを考えていく． 

 

 Mayer 教授の研究（２）によれば生物の運動負荷と摂取カロリーおよび

体重には非常に興味深い関係が示されている．運動負荷を横軸に，そのと

きの摂取カロリーと体重を縦軸にとったグラフがある．それによれば運動

負荷の増大にともない摂取カロリーが比例している領域（Range of 

Proportional Response，以下 RPR）が存在しそこでは体重はほぼ一定と

なっている．RPR 領域では摂取カロリーが増大しているにも関わらず体重

が一定なので摂取したエネルギを適切に消費できている．つまり生物的に

適切な行動（運動）を行っている状態だといえる．これに対して適切でな

い領域ももちろん存在する．RPR 領域よりも右側（運動負荷の大きい）の

領域では摂取カロリー，体重ともに右肩下がりで減少しており明らかに運

動過多（Exhaustion，以下 EXE）の領域である．RPR 領域よりも左側（運

動負荷の小さい）の領域では運動負荷が軽減されていくにつれて摂取カロ

リー，体重ともに増加していく．この領域が脂肪蓄積のおこる領域（SED）

である．運動を行っていないにもかかわらず RPR 領域よりもカロリーを摂

取するためにエネルギが消費されずに体内に蓄積されてしまうのである． 

 現在地球の生態系において適者生存を果たしている固体は，それぞれの住む環境に順応するために古くか

ら進化を繰り返してきた，いわば進化の成功種ともいえる存在である．彼らにはそれぞれの住む環境や行動

のために進化してきた能力や生体構造があり，またそれらを用いて食物を獲得しベストな健康状態を維持し

ている．つまり生物にはその能力を十分に発揮するのに最も望ましい体重があり，それがその生物にとって

の至的体重だといえる．野生の生物にとって SED の状態にあるということは自らの能力を十分に発揮でき

ない，つまり食物を獲得するための能力が低下してしまうということであり，常に SED の状態ではいられ

ない．適切な量以上の脂肪過剰は生物にとっての異常状態である．しかし，食べることに楽しさを見出した

我々現代人は，生物の歴史上ありえなかった常に脂肪過剰という状態に陥ってしまい，健康状態に狂いが生

じてしまったのも当然といえる．生物は飽食に対して進化学的に経験不足なのである． 

 ヒトも含めた生物は環境や行動に適した進化を繰り返してきた．今現在世界中の人々が飽食状態にあると

はいえない状況であるが，少なくとも日本ではそれに近いといえる．肥満の人がいる社会では，食物獲得の

ために運動を行うのではなく，ダイエットのようなむしろ脂肪を燃焼させるために運動することもあるぐら

いである．先にも述べたがこれは従来の生物の進化過程にはなかった要素であり，こうした従来の生物の生

体行動を覆しつつある状況で，生物であるヒトは今後どのような進化をしていくのか，非常におもしろいと

感じた． 

 引用文献 

（1）緒方道彦，“肥満は必然である”その行動生理学的考察，J.Health Sci，10:139-145，1988 

（2）MAYER , J. Nutrition and Athletic Performance , Physiol. Revs. , 40 , 369. 1960  
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 「心」ではなく「脳」の病 -うつ病- （応用生物学専攻 江口晃一 1011004） 

精神疾患といえば、今まで原因は「精神的なもの」と思われてきた。しかし、最近の研究によりそ

の原因は生物学的原因があることがわかってきている。精神疾患は脳卒中の後遺症などの神経疾患と

違い脳に特徴的な外傷が見られず、身体的原因がわからないため他の医学分野に比べて研究が遅れて

いた。だが最新の技術により脳領域の活動や領域間の情報伝達の異常などを細かい変化を検出するこ

とができるようになった。このため、うつ病などいくつかの精神疾患は脳のある領域間連絡の異常と

して研究できるようになった。 

それぞれの脳領域では正常な知的活動を行うために連携して働いており、この連携に異常が起こる

ことが多くの精神疾患の根本的原因になっている。代表的な精神疾患として知られているのはうつ病

だ。生涯、日本人の１６％がうつ病にかかると言われており、症状としては無力感や絶望感を伴う深

い憂鬱、身体的症状としては食欲不振や睡眠障害、便秘、不安が混じる疲労感などがある。うつ病に

かかると免疫系と複数のホルモン系が乱され、心血管疾患の危険性が高まることが知られている。一

旦、うつ病にかかると多くの精神的・身体的症状が起こるにもかかわらず、その基本的な原因はすべ

て脳の障害だ。うつ病の場合、特に脳の前頭前皮質の「領野 25」と呼ばれる小さな領域がうつ病の

主な原因の中枢だと考えられている。 

脳の前方の正中線上の奥深くになる領野 25 はあまり注目されることがない領域だったが、最近の

研究で領野 25 はうつ病になる原因が存在する重要な領域であることが明らかになっており、現在で

は活発に研究が行われている。ある研究ではうつ状態のときに領野２５が過剰に活発になり、そして

治療後に症状の改善が見られた場合には領野 25 の活動が低下していることが示された。これは薬物

療法から心理療法まで治療法の種別によらず、すべて同じ結果となった。 

領野 25 がうつ病で極めて重要な働きをしていることを示す研究は他にもある。この領域は「セロ

トニントランスポーター」が非常に多い。セロトニンとは神経伝達物質のひとつで、セロトニントラ

ンスポーターはセロトニンを周囲から取り込んで脳細胞に供給する働きがある。多くの抗うつ病はセ

ロトニントランスポーターに作用することで領野 25 の正常な活動へ修正していると考えられてい

る。 

また、うつ病の発症率には遺伝性があることもわかってきている。ある研究結果から、うつ病にか

かりやすい患者の多くは突然変異のセロトニントランスポーター遺伝子によって領野 25 の体積が

通常に比べて小さいことがわかった。さらに、領野 25 の活動は本来、扁桃体などと皮質下の脳領域

の活動と機能的に補い合っているが、うつ病にかかりやすい患者は機能的に分離していることがわか

った。 

このような研究結果から、うつ病は領野 25 における異常な活動が関係する回路障害と考えられる

ようになっている。この回路障害によって広範囲な脳の接続ネットワークが混乱する。このネットワ

ークには食欲や睡眠、気力の変化に影響を及ぼす視床下部と脳幹、不安や気分に影響を及ぼす扁桃体、

記憶処理や注意において重要な働きをする海馬、洞察力や自尊心を仲介する前頭皮質の一部が含まれ

る。要するに脳は情報処理を行う器官であり、絶えず知

覚入力を統合したり、応答を調整したりしている。領野

２５は広範囲のネットワークの司令塔として働いてお

り、恐怖や記憶、自尊心をつかさどる他の脳中枢の活動

レベルを感知・調節している。つまり、領野２５が機能

不全になると、こうした脳中枢の活動が制御不能になり

情報処理に異常を起こす。その結果、精神的・身体的異

常が起こるのである。 

このように科学に基づいた精神疾患の研究は予防法

と治療法に画期的な進歩をもたらし、患者の苦しみを取

り除くことに役立っているのである。 

 引用文献 

（1）Ressler KJ, Mayberg HS. Targeting abnormal neural circuits in mood and anxiety disorders. Nat Neurosci. 

2007 September; 10(9): 1116･1124. 

（2）Thomas R. Disruptive insights in psychiatry. J Clin Invest. 2009 April 1; 119(4): 700･705 
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 運動で頭スッキリ （機械システム工学専攻 小田崇太 10623009） 

マラソンなど走っていると最初はしんどいのに，長時間走り続けると気分が高揚したことはないだろう

か．これは，ランナーズハイと呼ばれる現象であり，長時間走り続けるとモルヒネと同様の脳内麻薬が分

泌されるため気分が高揚するのである．では，軽いジョギングやウォーキングをすると，妙にスッキリと

した気分になったことはないだろうか．これも，運動を行ったことにより脳に何かしらの影響があったか

らなのだろうか． 

実は，軽いジョギングのように中強度運動を短時間(10 分程度)行った直後に，自分の注意や行動をコ

ントロールする脳の働きである「実行機能」が向上することが明らかになった(1).すなわち，軽いジョギン

グやウォーキングをすると，その後にスッキリとした気分になるといった現象の背景には，脳の活動変化

があることが明らかになったわけである．また，短時間の運動はもちろん，長時間にわたって日常的に運

動をおこなう人は，そうでない人より，認知課題遂行時の脳活動が高まっていることが明らかになってい

る．このようにジョギングやウォーキングを行うだけで脳機能が向上するのである． 

しかし，ジョギングやウォーキングなどの運動を行わなくても簡単に脳機能を向上させる方法がある．

指回し体操というものをご存知だろうか．まず，両方の指の先端同士をくっつける．親指は親指と，人差

し指は人差し指と．指の関節は伸ばさず，曲線になるように柔らかく曲げる．両手でドーム形を作る感じ

である．そして，親指だけ離し，２本の指がぶつからないように，３０秒間回す．人差し指，中指とそれ

ぞれ３０秒ずつ．回す向きは，どちらでも構わない．ジョギングなどをしなくても指の運動だけで，認知・

言語・計算などの知的諸機能，老化の防止，情緒安定，健康増進に効果がある． 

近年では，アルツハイマー病発症の危険性を運動によって改善した

という報告もある(2)．アルツハイマー病になる危険性のある高齢者に，

週３回，５０分ずつのエクササイズ(ウォーキング)を６ヶ月続けてもら

ったところ，認知障害の改善が見られたということである．そのなかで

も．最も改善が見られた人は１日１万歩歩いていたということがわかっ

た．また，うつ病に対しても，運動療法が有効であるという結果が出て

いる．運動をすると脳の神経細胞であるニューロンの成長が促され，う

つ状態が改善されることがラットを使った実験で明らかになった．運動

を行うことで一般的な抗鬱薬と同様の効果があることが分かったので

ある(3)． 

運動というのはメタボリックシンドローム防止やダイエットなど身

体機能の改善，サッカーや野球のように趣味で行う人が多いと思われる

が，知らず知らずに，このような脳機能の向上という効果をもたらして

くれるのである．昼休みにジョギングやウォーキングをするなど，日常

生活の中に適度な運動を取り入れれば，頭がスッキリして，その後の，

仕事がはかどるなど社会の生産性の向上にもつながるだろう．学生も，

勉強ばかりではなく，適度な運動を行うことで成績の向上にもつながる

だろう．また，些細な運動が病気の予防にもなる．適度な運動があなた

の生活を豊かにしてくれるだろう． 

 

 

 引用文献 
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Increased Dorsolateral Prefrontal Activation and Improves Cognitive Performance with Stroop Test 

NeuroImage 2009 
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 肥満って何・・・？ （応用生物学専攻 西谷真依子 10611020） 

「肥満」という言葉を聞いたことも使ったこともない人は、おそらくまだ言葉をあまり話せない子

供たちぐらいではないだろうか。では、「肥満」の意味を正確に理解している人はどれだけいるのだ

ろうか。肥満とは体内に過剰な脂肪を蓄積している状態を指し、決して「肥満＝体重が重い」という

ことではない。「隠れ肥満」という言葉がある通り、見た目はスリムであっても実際は脂肪をため込

んでいる人は少なくない。 

なぜ肥満が問題なのか。現代社会で騒がれているメタボリックシンドロームは、肥満を原因として

糖尿病や高血圧など様々な疾病を併発する生活習慣病である。つまり、肥満はあらゆる疾病、しかも

治療に時間もお金もかかる重大な疾病につながる第一歩なのである。 

肥満の原因としてまず考えられるのは食生活などライフスタイルの乱れであろう。しかし最近、自

律神経系も原因の１つとして大きく関わっていることが明らかとなった。自律神経系とは、血液の循

環、呼吸、消化、発汗や体温調節、内分泌機能、生殖機能および代謝のような不随意な機能を制御し

ている。また、自律神経系はホルモンによる調節機構である内分泌系と協調しながら、生体内の環境

の維持に貢献している。小児を対象とした研究でも、1,000 人を超える児童の中から年齢や身長、

性別などの条件を合わせて選抜し、肥満児と非肥満児のグループに分けてそれぞれの自律神経活動を

測定したところ、明らかな差が見られたのである。 

人間は1年に700～800kgの食物を摂ると言われている。これほどの食物を摂取しておきながら

体重があまり変化しないのは自律神経の以下のような働きによるものである。肥満状態では脂肪細胞

（白色脂肪細胞）は肥大する。この白色脂肪細胞は自らレプチンという物質をさかんに分泌し、視床

下部にある満腹中枢に信号を送る。すると、これまでより少ない食事量で満腹感が得られるようにな

る。レプチンによって肥満傾向を察知した満腹中枢では、同時に自律神経のひとつである交感神経を

介して、アドレナリンやノルアドレナリンといったホルモンを分泌することで白色脂肪細胞や褐色脂

肪細胞に働きかけて、脂肪の分解・燃焼を促進させる。褐色脂肪細胞とは、肩甲骨周辺やわきの下に

局在している細胞で、ふつうの脂肪細胞（白色脂肪細胞）のように、それ自身に脂肪を蓄積する働き

はない。褐色脂肪細胞はいわばラジエーターで、白色脂肪細胞から切り出された脂肪を取り込み、こ

れを使って熱を産生する細胞である。その熱産生能力は通常の基礎代謝の100倍ともいわれており、

寒い環境でも体温が保てたり、食後に体温が上がるのは褐色脂肪細胞の働きによる。肥満気味になる

とこの褐色脂肪細胞の熱産生能力が亢進し、いわばエネルギーのむだ使いをすることで、余分な脂肪

を消費する。 

肥満は体にとっては良くない状態であるので、肥満の傾向が表れると、自律神経はそれを改善し

ようと先に述べたような働きをする。しかしながら、加齢とともに自律神経系の働きは機能低下を起

こす。このため、若いころと同じ量の食事を摂取し

続けることで中年太りが引き起こされるのである。 

さらに日本人の3人に1人は、脂肪細胞にあるア

ドレナリン受容体に遺伝子異常があり、自律神経に

よる体重調節が正常に機能しない障害を持つこと

が明らかとなってきた。つまり、現代の日本人には

遺伝的要因による自律神経の体重調節機能障害が

存在し、ファーストフードのような高脂肪食の普及

や運動量の低下などの環境的要因と併せて肥満に

なりやすい条件が揃っているといえる。 

加齢とともに自律神経活動は低下していくと書

いたが、運動することで神経活動を促すことは可能

である。もしこの先、みなさんがダイエットを考え

るのであれば、ここで書いたように自律神経についても念頭に置きながらチャレンジすることをオス

スメしたい。 

 引用文献 

N Nagai. T Moritani。Effect of physical activity on autonomic nervous system function in lean and 
obese children : International Journal of Obesity (2004) 28, 27-33 
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Fig.肥満児と非肥満児の自律神経活動 

(上)振り幅が自律神経活動の大きさを表す。(下)黒塗

り：交感神経活動、白塗り：副交感神経活動を示す。
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 カーブをかけたフリーキックでボールはどのように飛ぶのか  

 （高分子機能工学専攻 町永恭佑 10614036） 

現在、南アフリカワールドカップも行われている最中であるが、フリーキックでの得点やアシスト

のシーンを多く目にすることがあるだろう。一言にフリーキックと言ってもその中には様々な球種が

ある。大きく分ければ、今大会で流行っている無回転で不規則な変化をするいわゆる”ブレ玉”と呼ば

れるものや、ストレートでより速い速度でゴールを打ち抜くもの、そして回転をかけカーブ 

カーブのフリーキックではボールに横回転を与えるため、マグナス力でボールの弾道が曲がってゴ

ールを狙うものなどがある。ここではカーブをかけるフリーキックについて話を進めていく。ること

が分かっている。野球での投手の投げる球が”伸びる”という表現がある。これは投手の投げる球が縦

回転(バックスピン)をし、マグナス力により重力に逆らっているため回転数が多い球ほど球の軌道が

直線に近く打者は思ったところより高いところにボールがくるため打ちにくいということがおこる。

これが”伸びる球”と言われているものであると考えられている。これと同様の原理でサッカーのカー

ブも曲げられている。 

現代サッカーではフリーキックは重要な得点源である。世界にはフリーキックの名手と呼ばれる選

手も存在するくらいだ。その名手たちがフリーキックでカーブをかけることの利点について少し述べ

ることにする。1 つはキッカーがフリーキックを蹴ったときにゴールキーパーがフリーキックに対し

て目測するが、そのときのキーパーが思い描く軌道と異なる軌道をボールが描き、キーパーがミスジ

ャッジをしてしまう場合が多くみられるためでる。そのためより大きい変化であったり、キーパーが

正確にジャッジする暇を与えないために大きい変化でさらに高速のフリーキックが蹴られている。も

う１つの利点は直接ゴールが狙える位置でのフリーキックではもうけられる壁を越えるためである。

野球の投手のところでも少し話したが、投手の投げるボールはバックスピンであり、重力に逆らって

進んでいく。逆にトップスピンをかけると

どうなるだろうか。マグナス力は下方向に

働き、ボールは重力以上の力で落ちるので

ある。そのためキッカーから壁を越える高

さで蹴られたボールは普通ならゴールも

越えてしまうような軌道であってもトッ

プスピンをかけることにより、落ちてゴー

ルへ収まってしまう。このトップスピンを

与えるフリーキックももちろんゴールキ

ーパーのミスジャッジも誘うことができ

る。このようにカーブと一言に言ってもト

ップスピン、バックスピン、サイドスピン

と様々な種類があることがわかる。だがこ

れらすべてはマグナス力を利用してボー

ルの軌道を変化させたものである。 

今回のワールドカップでは日本や韓国のアジア勢のみが直接フリーキックでゴールネットを揺ら

すという精度の高さを世界に証明してくれた。両国とも決勝トーナメントを去ってしまったが、これ

から優勝を争う国がさらにレベルの高いフリーキックで世界を魅了してくれることを楽しみにして

いる。 
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 運動時の体重変化と水分摂取 （応用生物学専攻 藤田 康介 学生番号 10611027） 

人間は体を動かすと体温が上昇し、発汗することで体温上昇を防いでいる。しかし、「発汗する」

ということは同時に「脱水」を引き起こす。この脱水が関係している症状は、疲労を始め、痙攣、熱

中症、熱射病とさまざまで最悪の場合には死を引き起こすこともある。厚生労働省によると、毎年 20
人前後が熱中症により死亡していると報告されている。また海外の調査機関によると 2000 年には高

校生と大学生のサッカー選手 4 人の死者が報告されており、2007 年までの 7 年間で死者は 20 人に達

している。 
日常生活でも熱中症になる可能性はあるが、運動時の方が当然リスクは高くなる。今回参考にした

論文はビーチバレーボール選手について調べたものである。自分もバレーボールを長年行っていて、

またビーチバレーボールも数回経験したこともあり今回の論文を選ぶことにした。ビーチバレーボー

ルは 2 人だけのプレーヤーで競技する、高温多湿などの天候でプレーすることが多い、トーナメント

は 3 日間で 1 日に 3 試合を短いインターバルで行う、瞬発力が要求される、足場が砂で動くにはより

強いエネルギーが必要である。これらの点からビーチバレーボールは発熱率が非常に強いスポーツと

いうことができ、脱水状態や熱ストレスのリスクが高い。 
今回の論文は 47 人の選手を対象としており、21 人のエリート(国際試合に出場している)と 26 人

のノンエリート(国内試合のみ出場している)にわけて研究を行った。どの選手にも事前に同意を得て

いて、方法は発汗量を体重変化(1g 単位)によって測定した。 
 (発汗量)＝(試合直前の体重)－(試合直後の体重)＋(水分摂取量) 
今回は呼吸や代謝による水分のロスは考慮しないことにした。3 日間のトーナメント戦で合計 50

試合行い、試合結果をそれぞれ記録した。また気温と湿度も試合ごとに測定、記録した。各選手の水

分摂取量も細かく(1ml 単位)調べた。 
今回の実験より選手の平均水分摂取量は 1039ml/h、平均水分消費量は 1996ml/h、選手の平均水分

バランスは-0.8～-1.14%というデータが得られた。 
(水分バランス)＝{(試合直後の体重)－(試合直前の体重)/(試合直前の体重)}×100 

一般的に水分バランスが 3%減少すると脱水症状に陥り、体温調節機能が上手く働かなくなり、身

体能力も低下してしまう。水分バランスの減少を 1%程度に抑える必要があり、今回の実験結果から

選手は水分バランスを上手く調節していることがわかった。また、エリートとノンエリート間での発

汗量と水分摂取量の違いは見られなかった。脱水状態の度合いが選手のパフォーマンスに影響し、脱

水状態の度合いが高い選手は試合に負けることが多いという結果も得られた。 
今回の結論は、ビーチバレーといった過酷な環境でプレーしなければならない競技にも関わらず、

選手は脱水のレベルを低く抑えて高いパフォーマンスを維持し、熱中症などの症状になるリスクを低

くしている。しかし、選手によって水分摂取量と発汗量は個人差が大きい。選手によっては 1 試合中

に水分を全く取らない選手もいれば、1 試合で 1.5 リットルもの水分を摂取する選手もいる。ここで

一番大事なことは、脱水の危険性を理解し、試合前と試合後はしっかりとケアすることであると筆者

らは言っている。 
スポーツをすると水分がここまで減少していろいろな弊害が起こるとは知らなかった。今までは水

分は運動時には取っていたが、その前後のケアを重要視せず、運動していた。今回の実験は水分量＝

体重と考えておこなっているために正確な数値ではないが、相当量の水分が減少していることは確か

である。特に自分は汗の量が多いので、運動時に気をつける必要がある。しかし、当たり前だが運動

は体に必要であり、これからも上手く続けていこうと思う。 
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 スポーツの移動特性の比較 （機械システム工学専攻 山本和明 学生番号 10623048） 

今まで，多くの人々は何らかの球技スポーツの知識や経験があるはずである．もちろん，選手とし

て競技に取り組んだことがあるということだけではなく，授業や観戦等も含めてである．そういった

知識や経験から，私たちはそれぞれの競技において，身長の高さ，走力，肩の強さなどの特に重要視

される能力が何であるかということを理解していると思われる．しかし，それは本当に正しい理解で

あるのかという疑問が生じてくる．陸上競技である短距離走，長距離走，走り高跳び，投擲種目等は

求められる能力が非常にはっきりしていると思われる．こういった競技と比較して，球技スポーツで

はさまざまな能力が求められるため，重要視される能力が何であるかが非常に分かりにくく，誤解し

てしまっていることが多いのではないかと考えられる． 

そこで，「混戦型球技における移動特性および間欠型運動パターンの比較」という論文を紹介する．

この論文では休息や低強度運動を挟みながら，ダッシュやジャンプなどの高強度運動を繰り返し行う

間欠型運動が基本的な運動形態であり，スタート，ストップ，ダッシュ，ジョギング，フェイント，

ジャンプなど，他の選手の動きや試合の状況に応じて様々な強度の動きが行われている球技スポーツ

を対象としている．具体的には，バスケットボール，ハンドボール，サッカー，フィールドホッケー，

ラクロスの五種目の混戦型球技である．この論文の目的としては，それぞれの球技における試合中の

選手の動きを分析し，それぞれの移動特性について，球技種目間で比較検討することである．これは，

各球技におけるより効果的なトレーニング方法を提案するための知見を得るためである（1）．しかし，

私たち自身がどの競技に向いているかということや，気づいていなかった重要な能力を把握すること

による競技能力の向上にも利用できると考えられる．例えば，バスケットボールの場合，移動速度変

化の激しさ，サッカーの場合，各選手の一試合の移動距離等のデータを得ることで新しい発見をする

ことや，戦術やトレーニングにフィードバックすることができると考えられる． 

具体的にバスケットボールとサッカーを比較すると，重要な共通する能力としては持久力であるが，

バスケットボールでは移動速度変化の激しさや，サッカーでは移動距離の長さといったそれぞれの特

徴を把握することができる．またデータから，出場時間一分あたりの移動距離，低速度運動と高速度

運動による移動距離の割合はあまり変わらず，移動速度の変化はバスケットボールの方が激しいこと

を読み取ることができる．このことから，コートの大きさを考慮して，バスケットボールでは短距離

での運動を繰返し求められることがわかる． 

ここで，この二種目における移動特性を次にまとめる．バスケットボールに関しては，狭い室内コ

ートのため高速度運動（4m/s～）の持続する場面は少ないが，急ストップ等の方向転換が多くなる

と考えられる．また，出場中は立ち止まって休息することは少なく，連続的な持久力を必要とする種

目である．そのため，短い継続時間で低速度運動（～4m/s）を数多く繰返し，これにジャンプや素

早い方向転換が加わる競技特性を持っている．サッカーに関しては，屋外の広いコートのため，移動

可能な距離が長く，動きの継続時間が長くなると考えられる．また，試合時間が長く，選手交代も少

ないことから，高速度運動の持続する場面は少なくなる．そのため，運動速度の緩急差は少ないが，

動きの継続時間は非常に長いという競技特性を持っている（1）．このように，各競技の移動特性を正

確に理解することできる． 

こういった知見から，自分の得意分野を活かせるスポーツを選択することや，より効果的なトレー

ニングを行っていくこと（2）ができる．しかし，言うまでもなくこの結果に固執しすぎする必要は

ない．参考程度に受け止め，私たちが好きな競技に意欲的に取り組むことも，非常に重要な能力であ

ると考えられる． 

 引用文献 

（1） 谷所ほか，混戦型球技における移動特性および間欠型運動パターンの比較，体育学研究 54, 99-106, 2009 

（2） 坂井ほか，球技スポーツ競技者における個別性の原則を考慮した体力トレーニングの効果，体育学研究 51, 21-32, 

2006 

 



- 66 - 
 

 児童期における定期的な運動の与える影響 （高分子機能工学専攻 比良臣伸 10614031） 

 

昨今、団塊世代の退職に伴い余暇時間の過ごし方として、生涯スポーツに注目が集まっている。

しかし、これまで運動を行っていなかったが、急に運動を行い体に負荷を与えすぎて体調を壊す者

もいるが、健康のために身体を壊しては本末転倒である。年齢と身体能力によってはジョギングだ

けでも過度な運動となることがあるため、運動を行う前に気をつけなくてはいけない。 

そうかと思えば、齢１００歳にして鉄棒の大車輪を派手に行う元気いっぱいな老人も世の中にはい

る。運動能力と年齢の関係とはどのような関係にあるのだろうか、このような現状をみたとき、運

動と時間経過について考察されている本論文は、特に現在の若者・児童が将来のために今なすべき

ことを考える資料になると考える。 

 

課題とされた動作は、利足(全員右足)の等尺性の下腿三頭筋収縮(足関節底屈運動)→各目標値

(各被験者の最大筋力の 2.5～20％)に対して力を精確に合わせる力調節試行し、力筋電図を用いた

腓腹筋内測頭とヒラメ筋の測定を行った。 

評価方法として、力調節安定性は、力の標準偏差から力活動として評価し、対象者は男女の比が均等

なＡ群（児童９人、運動習慣有）、Ｂ群（児童９人、運動習慣無）、Ｃ群（若者８人、運動習慣有）、Ｄ

群（若者７人、運動習慣無）に分けられた。 

結果として、力調節試行時の力の標準偏差はＡ群よりＢ群の方が高く、Ａ群の方の力調節安定性が高

いということが示され、Ａ群について、腓腹筋の筋活動量が高く、腓腹筋／ヒラメ筋活動比が高いとい

うことが分かった。また、若者におけるＣ群とＤ群との差はそれほど無かった。 

結論として、児童期に定期的な運動を行うと、神経・筋機能の発育・発達促進に有効ではないかとい

う考察が為されている。 

 

本論文について、考察したい事柄として、被験者の選択が挙げられる。今回は同一人物の時間変化で

はなく、運動習慣の有無による年代別変化を論じている。これでは、正確な時間経過は知ることが出来

ないのではないだろうか。また、行っている運動内容については言及されていない。考察において論じ

られているが、運動内容によって発達する筋肉部位は異なり、発達筋肉部位によっては課題動作に有利

不利が出るのではないだろうか。その点についても改めて調査、考察すべきである。 

 

本論文についての個人的な感想を書くとすれば、自分の子供や孫には小さいうちから野外で遊ばせ、

運動させることによって、その子供の将来の運動能力が開発されるのであろうことが推測される。適度

な運動は健康に良い影響を与えることは既に十分知られていることであるし、精神的な側面でも与える

影響は大きい。「健全な心は健全な体に宿る」とはよく言われているが、全くその通りだ。 

また、児童期にあまり運動習慣の無かった年配の方でも、自分が簡単にできる範囲の適度な運動をす

ることで十分に効果があることは知られているので、大人も子供もできる範囲で適度な運動を継続的に

続けることは非常に効果があるのは間違いない。 

エレベーターを使わずに階段で移動したり、自転車を使わずに徒歩で移動したりして、小さなことで

もいいので、年齢を問わずに運動習慣を付ける工夫をしてみるのはどうだろうか。 

 参考文献 
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 勝敗のカギはバッテリー （物質工学専攻 江守悠祐 10615004） 

野球の試合において勝敗のカギを握るのはバッテリー、特にピッチャーであると言っても過言では

ない。なぜなら、1 点も相手に取られなければ負けることはないからだ。ただストライクゾーンに投

げているだけではコースによっては打ち返されるし、逆にストライクゾーンに投げなければ、フォア

ボール・デッドボールになり塁上にランナーを溜めてしまう。特に最近ではマシンの向上から速球に

関しては人間が投げるよりも速い球を打撃練習出来るようになっているので、ストライクゾーンに投

げるにしても、ストレートばかりでは通用しない事態が生じている。それを打開するのが配球である。

配球とはキャッチャーやピッチャーが、バッターを打ち取るためにボールを投げる順序を考えて組み

立てる事である。それを実現する為にはピッチャーのコントロールが必要なのである。 

一般的に、ピッチャーの投げたボールの 10 球中 3 球がキャッチャーの構えた所に行くと言われ

ている。高校野球のピッチャーの投球を例に出すと、ストレートが構えた所に来る確率は約 20%で、

カーブ・スライダーはそれぞれ約 5%であった。この結果から言える事は、コントロールを付けやす

いのが、投球の基本となるストレートであり、カーブ・スライダー等の変化球は握り方、球の離し方

がストレートと異なるのでコントロールが付けにくいということである。だからと言って、コントロ

ールの付けやすいストレートだけでは、前出の通りバッターの苦手なコースでも打たれてしまう。よ

って、コントロールは付けにくいが変化球でバッターの目先を変える必要がある。もしバッターの予

想していない球種やコースならば強いスイングはされないので、長打を打たれる可能性も低くなる。 

 
具体的に打ち取った時の例を示す。初球、アウトコース高めに緩い変化球を投げる。見逃したので

1 ストライク 0 ボール(1-0)、次に同じ変化球をインコース高めぎりぎりに投げる。するとバッター

はその前に同じボールを見ているので打ちに行こうとする。しかし、インコースぎりぎりのボールは、

打とうとするとファールになってしまう(2-0)。追い込んだバッテリーとしては、一度ボール球で様

子をみたい。そこで 3 球目に投げたのが、2 球目よりもさらに内側のインコース高めへのストレート。

「追いこんだら一球様子見」が定番なので、バッターも見送りボール(2-1)。勝負の 4 球目、ここで

目先を変えるならば、アウトコース低めに変化球である。しかしバッテリーは裏をかいて、2 球目と

同じインコース高めにストレートを選択した。見逃せば三振なのでバッターも振りに来る。結果はフ

ァール(2-1)。今度こそ勝負の付く 5 球目、インコース低めにカーブを投げる。4 球連続で高めを投

げられたバッターは、目線が付いていかず、あえなく三振。 

この様に、ピッチャーはただ投げているのではなく、キャッチャーの

サインの意図をくんで駆け引きをしながら投げているのである。これは一

打席の中での配球だが、一人のバッターに一試で 3～4 打席回ってくるの

で、前の打席の三振したボールは振りにくくなるなど、駆け引きの要素が

以後の打席に加わってくる。したがって、配球で抑えるためにはコントロ

ールが重要なのである。 

 

 

 

 

 

 参考文献 

野球の投手における試合の制球力に関する研究～高校野球地方大会を例に～，川村卓，1994 
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睡眠状態の推定法 物質工学専攻 11065005 大塚武 
 
まず、この論文について興味を抱いた点としてはこの研究が夢見体験のメカニズムの解明につながるものであ

るということだ。私自身、夢見体験をすることが頻繁であり、覚えている夢もあれば全く覚えておらず、ただお

ぼろげに夢を見たという事実だけが分かることが多々ある。夢というのは心地よい夢であれば「覚めなければい

いのに」と思ったり、内容が悪夢やしんどい夢であれば、目覚めた時にどっと疲れを感じたりする。どちらにし

てもこの夢を制御できればリラックス効果や疲れにくくなるといった効果があるように思われる。しかしながら、

そのような研究はまだ十分されていないため、本論文では主に夢を見やすいといわれる入眠時のデータ解析のた

め、そもそもの入眠と覚醒状態との境目を探そうというものであった。 
現在 fMRI 装置内で脳波を測定するというのが一般的であるようだが、この方法では計測された脳波に種々の

アーチファクトが混ざってしまうのが問題である。アーチファクトとはいわゆるノイズのことでわずかな生理運

動などで発生するため、診断などの際に間違った判断の原因となったりするようだ。 
そこで音刺激への反応（行動）、また瞼の運動の測定（生理）といった方法から入眠状態への移行する点・夢

を見だす点を探す方法が提案された。 
また、睡眠は Rechtschaffen&Kales によるポリソムノグラムに基づいた睡眠指標によって５段階で判断され

るそうで、頭の中に無意識に映像を投影するといった入眠時心像が起こるのは睡眠段階１であるそうだ。夢を見

るのは入眠時心像が終わった後、つまり睡眠段階２の点からでこの点を探すため、睡眠段階２に移行した際には

すぐに覚醒させるということを繰り返した。 
ここで、確かに音刺激に関しては睡眠してしまえば気づかなくなる確率は上がるものと思われる。普段の私た

ちの生活においても、寝てしまった後の小さな物音などは比較的に気付かない。しかし瞼運動の計測というのは

どうだろうか。瞼運動は一般的には眠気によって低下するそうだが、そこは人によって個体差が強いのではない

だろうか。例えば私の友人にも睡眠中目が開いたままの人もいれば、歯ぎしりの酷い人もいる。そのような人た

ちでは顔に取り付けた電極が違う信号を感知してしまうのではないかという疑いを持ってしまった。その点にお

いて言えば、この研究の被験者は成人男性 2 人と母数が圧倒的に少なく、結果は性別・年齢・身体的相違点など

の違いから何かしら変化があるものだと思われる。少なくとも、もっとたくさんの人からサンプルとなるデータ

を集める必要があったと考えられる。 
結果としてはポリソムノグラムに基づく入眠段階の推定と音刺激への反応を掛け合わせてみると、睡眠段階２

とされる状態では音の刺激に反応できないといったことがほとんどだったため、有意の弁別力がある。また瞼運

動の検出の方でもポリソムノグラムに基づく入眠段階の推定結果と比べて、有意の弁別力を持つことがわかった

とある。またこの中では音刺激への反応が最も優れていたと言っている。 
ここで素人目にみると、であればポリソムノグラムに基づく入眠段階の推定だけでも十分なのではないかとい

う疑問は残ったものの、たしかにこの様な方法であれば推定方法が確実であること、また結果が視覚的にわかる

といったメリットは大きいのではないかと感じた。 
夢もそうだが五感をつかさどる「脳」というのはまだまだ非常に奥深いものである。この先、このような研究

が発達していくことで夢見のメカニズムだけでなく、脳科学全般の発展につながることで、人を含めたあらゆる

生命体の可能性を探っていくような研究が進むことを願いたい。 
 
引用文献 「行動・生理指標による覚醒・睡眠状態の推定」大貫良幸  

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報科学専攻修士論文 
参考 URL 日本睡眠学会 http://www.jssr.jp/  
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 サマータイムの効果 （高分子機能工学専攻 野崎貴俊 10614027） 

皆さんもご存知ではあると思うが、現在の日本ではサマータイムは導入されていない。海外の国々、

特に欧米諸国では採用している国は多いが、その目的と効果、問題点について知っている方はどれく

らいいるだろうか。サマータイムと聞いて時計の針を１時間進めるということは知っていても、その

目的、また日本で過去サマータイムが実施されていた事実など、詳しくは知らないというのが大部分

であるだろうというのが私の率直な感想である。 

そこでまずサマータイムの目的・問題点について少し説明をしたい。目的は大きく分けて 3 つあ

る。第一目的として明るい時間を有効に使えるため、照明などの省エネルギーにつながる、第二に明

るい時間を利用した余暇の充実、第三にサマータイムを用いない通常時間にくらべ、明るい時間に活

動時間が移るため、交通事故・犯罪の発生率の低下が挙げられる。 

次に問題点であるが第二の利点に対しては「まだ明るいのだから」と通常時間の感覚で仕事をし、

結果として残業が増えるのではないか。第三の利点に対しては青少年がその日の長さを利用して夜遅

くまで外出し、非行を助長するのではないか。そして 後に時間を１時間早めるにあたり、コンピュ

ーターの時刻合わせ、鉄道や信号機等のシフトにコストがかかるという点が挙げられる。 

後のコストがかかるという点に対しては省エネによって浮いたお金がそのコストを上回ればよ

いし、仮に下回ったとしても省エネルギーは達成しているし、額にもよるがそれで有意義な時間が手

にはいるならばある種成功とも言える。つまりここで重要な利点・問題点は第二・第三の利点が本当

に達成できるのか、問題点がクリア出来るのかということになる。 

そして私と同じように考えた人がいたのである。それも 50 年以上前に。その時は日本はアメリカ

の統治下にありサマータイムが導入されていた時期なので、サマータイムの研究も行い助かったのか

もしれない。その論文は「夏時間と生活時間について」というタイトルで、主に第二の利点・問題点

の部分について書かれている。その結果と考察によると睡眠・拘束・自由時間はサマータイムと通常

時間において大差がないというものである。つまり第二の項目では利点は達せいされ（自由時間を延

ばすのではなく、明るい時間へシフトするのが利点であると強調する）、その問題点たる残業の増加

は認められなかったのである。またその論文上では睡眠時間のばらつきについて考察しており、それ

によるとサマータイムの方がばらつきが大きく、生活が不規則であるとしているが、これはサマータ

イムによって余暇にメリハリがついたとポジティブに捉えることも出来る。 

ここで注意すべきポイントとして、その論文はあくまで昭和２５年に書かれたものであるため、５

０年以上たった現在の日本人とは考え方に小さくない差があり、同様の結果になるとは限らない点で

ある。生活環境の変化もある。例えば昭和２５年といえば終戦からまだあまり時間も経っておらず、

まだまだモノの少ない時代で、現在とはライフスタイルのあり方が全く違うと言うことが挙げられる。

しかし５０年以上前に比べ現代では省エネが重視されているという事実を考えれば、サマータイムの

導入、少なくともその実験は非常に有意義であると考えられる。 

ただし、春の通常時間からサマータイムへの以降ではあまり差異は認められなかったが、５０年以

上前の実験結果ですら、サマータイムから秋の通常時間への移行では若干の睡眠時間の延長が認めら

れサマータイムによる披露がかいま見られる。つまり、もしも当時よりモノが多く多様なライフスタ

イルの存在する現代日本でサマータイムが導入されれば、５０年前よりもアクティブに夏を過ごす日

本人が増え、替わりに「春眠暁を覚えず」ということわざが「秋眠暁を覚えず」へと変化するかもし

れない。 

 引用文献 

（1）夏時間と生活時間について, 大下内 章, The Japanese Society of Physical Fitness and Sport Medicine, 昭和 27

年受付 

 参考文献 

 (1)  夏時間を考える 井堀 利宏 
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 ポジションと性格 （物質工学専攻 白井亨典 10615022） 

運動選手は種目によって異なった性格特性を持つと考えられている。さらに、集団スポーツでポジ

ションの役割が決められている種目では、ポジション別の性格特性があるともいわれている。サッカ

ーにおいても 11 人が各ポジションでそれぞれの役割を持っている。しかし、近年では「全員攻撃・

全員守備」という戦術が主流になり、ポジションにこだわらないオールラウンドなプレーヤーが要求

されている。そこで、高校選手を対象とし、ポジション別性格特性の傾向を調査し、実態を明らかに

した。 

調査 

対象 134 名を GK、DF、MF、FW の各ポジシ

ョンに分け、？(無回答)L(見せかけ尺度)Hs ( と ら

われ尺度)D(気が重い尺度)Hy(むら気尺度)Pt(不安

感尺度)Ma(活発尺度)Si(うちとけない尺度)Do(引

込み思案尺度)A(付加尺度)について得点を集計し、

平均プロフィルグラフを作成した。 

結果および考察 

  １．？(無回答)と L(見せかけ尺度)はこのテストの 

    妥当性に関するもので、各ポジションとも低 

くなっており、妥当性が高いことを示してい  

る。 

  ２．GK は D(気が重い尺度)が低く、Pt(不安感尺 

度)が高くなっている。これは、常に不安感や 

不確実感を持っているが、何事にも几帳面で    

あることや決断力が特に優れていることを示  

している。 

  ３．DF は GK と似た傾向を示しているが、全体  

的に特徴がなく、どの尺度も平均的なレベル 

がある。 

  ４．MF は D(気が重い尺度)が低く、Si(うちとけ 

ない尺度)、Do(引込み思案尺度)が高くなって 

いる。これは、神経質で対人的接触をあまり 

好まない傾向を示している。また、率先して行動する能力にやや欠けている。 

  ５．FW は Ma(活発尺度)、Do(引込み思案尺度)が高く、A(付加尺度)が低くなっている。これは、 

活動的、積極的でねばり強いプレーをする場合が多いが、人の扱い方や仕事の処理などの統率 

力に欠けていることを示している。 

  ６．Hs(とらわれ尺度)、D(気が重い尺度)、Hy(むら尺度)、Pｔ(不安感尺度)の４つは神経症的傾向 

を測るもので、２尺度以上で平均を上回ると、いわゆる神経が細いことを示す。GK、DF、MF 

は神経が細く、FW は神経が太いことがわかる。 

まとめ 

各ポジションでいくつかの特性があらわれたということは、注目すべき点であるが、FW 以外は似た

傾向を示した。これは、技術の高度化、戦術の複雑化などによって守備的な傾向が強くなったと考えら

れる。 

ポジションの特性や選手の性格を知ることは、チーム指導において重要な要素であり、今後、より一

層の研究が必要であろう。 

 

 引用文献 

坂井 学、柳原 英児 「サッカー選手とポジション別性格特性について」 

Proceedings of the Congress of the Japanese Society of Physical Education (31), 674, 1980-10-11  
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 方向音痴や否や （先端ファイブロ科学専攻 森晋也 10651024） 

この間，道に迷ってしまった．初めて行く場所であったが，簡易地図もあったし，目印にも見当を

つけていた．いわゆる「方向音痴」 と呼ばれる人が周囲にいたため，自分は違う，迷わない自信が

ある，と思っていただけに，このことはいささかショックであった．原因はなんてことのない見間違

い．事前に「環状線が見える方向に進めばいい」 と記憶してから出発したのだが，現地で環状線は

北と西の両方に存在しており，初めに高架が見えた北の方角へ進んでしまったのだった（ちなみに目

的地はその場所から南西である）．また振り返ってみると，「現地で地図なんて探さなくても大丈夫」 

といった慢心から東西南北の確認を怠ったことも失敗の原因であろう． 

このように，「道に迷う」 というのは些細なミスから起こりうる事態である．ところでこの「方向

音痴」 であるが，イメージとしては根付いているものの，その明確な定義は存在しなかった．一般

に方向音痴のイメージとして定着しているのは［1］初めて出かける場所で目的地に向かうために十

分と思われる手がかり（地図，人から聞いた経路の説明，標識など）があるにも関わらず目的地を見

失う／現在地が分からなくなる［2］一度訪れたことがある場所に再度向かうときに，前回訪れた記

憶があるにも関わらず目的地を見失う／現在地が分からなくなる，の 2 つである．［1］と［2］の違

いは，移動するための手がかりが以前訪れたときに自分が獲得した移動に関する記憶であるのか，そ

れとも地図や標識などの他人の説明で与えられた情報であるかである．しかし同著者は（2）で，「私

は方向音痴です」 と自己申告する人が必ずしも日常生活で困っているわけではなく，過小評価であ

る場合も多くあったと述べている．また（1）で，方向音痴による自己評価と他人の評価に食い違い

があることも述べている．例えば自分が道に迷った場合は「うっかり道を間違えた」 などの偶然性

が原因として判断されるが，他人が道に迷った場合は「道に迷った」 という結果のみから問答無用

で方向音痴と判断する傾向があるようだ． 

つまり，方向音痴に対するイメージは存在するものの，正しく捉えられていないのである．そこで

著者は，単なる能力としての方向の定位でも，自分自身に対するラベルとしての方向音痴でもなく，

さまざまな要因が絡みあって現れるである「方向音痴」の実態を明らかにしようと考えた．（1）では

方向音痴の定義を明確にした上で，方向音痴の移動場面での行動の特徴を明らかにするため，「同じ

場所に二度繰り返して行ったときに，正しく道を指示できない」 という一つの基準に基づいて被験

者を分類し，その差を求めた．その結果，方向音痴と判定された人は正しいルートマップをその人自

身の内部にモデルとして構築する際に，移動に役に立つ情報に注意が向いていないこと，目印の少な

い住宅街などでは獲得した知識が構築の役に立たない場合があること，および二度目に同じ場所へ行

く際に獲得した知識をうまく利用できない（目印を見逃す）など，環境との状況に応じたインタラク

ションに問題があることを明らかにした．逆に方向音痴でないと判定された人は，車の移動などから

環境情報を読み取ったり，環境から得られる情報にあわせて自分の誤っている脳内マップを補正した

り，状況に応じて環境との適切なインタラクションを行っていることが観察された． 

さて，上で述べた私の体験は，（1）の研究では対象外であった「［1］初めて出かける場所で目的

地に向かうために十分と思われる手がかり（地図，人から聞いた経路の説明，標識など）があるにも

関わらず目的地を見失う／現在地が分からなくなる」であるが，その体験の分析をするには十分であ

る．まず駅から降りたときに，最初から進むべき方角を間違えて北に進んだわけであるが，「道を間

違えた」 と気づいたのは交差点を 3 つ 4 つ進んでからだった．それまでも「間違えているのではな

いか？」 という疑念は持っていたが，環状線の下を通ったこと，さらに地図に描かれているように

橋を一本渡ったことまでもが合っていた（もちろん別の高架，別の川であるが）ことが，私を間違っ

た道へ突き進ませた要因であった．これは「獲得した知識の利用に失敗した」 に分類できるだろう．

また，私が道を間違えていたことに気づいたのは，街路に点在する周辺マップのおかげだが，駅から

降りた直後に周辺マップを探さなかったのは「移動に役に立つ情報に注意が向いていない」 に分類

できるだろう．というわけで，私の体験が方向音痴のそれであるのかどうかを照らし合わせてみた結

果は，はなはだ不本意ではあるが，どうやら YES であるようである．非情に残念だ． 

 

 引用文献 

（1）新垣 紀子, なぜ人は道に迷うのか?: 一度訪れた目的地に再度訪れる場面での認知プロセスの特徴, 認知科学, 1998, 

Vol.5, No. 4, pp.4_108-4_121 

（2）新垣 紀子, 「方向音痴」とは何かを求めて, 認知科学, 1999, Vol. 6, No. 4, pp.379-380, 

 



- 72 - 
 

 ロスなき２歩 （物質工学専攻 朝守啓太 10625001） 

日本の指導現場では、「テニス」は「手ニス」ではなく「足ニス」であるという言葉がしばしば使

われる。これは巧みにフットワークを使うことで、適切な打点に入って安定したショットを打ったり、

ストロークの威力を増大するなど、フットワークがストローク動作の技術向上の一助となることを意

味する。現在のテニスの指導現場ではボールに対して適切な打点に入るために足を細かく動かすこと、

つまりピッチを高めて 1 歩で届くところでも 2 歩、3 歩かけて行くことがしばしば指導される。この

ことはテニス経験者なら誰もが当然のことだと思っているだろう。しかし今回面白い分析結果を見つ

けることができた。 
AIG JAPAN OPEN 2006 に出場した世界ランキング 1 位の選手(ロジャー・フェデラー)を含む男

子プロテニス選手 17 名（身長:1.85±0.07m, 体質量:79.2±5.6kg, 全員右利き)を対象にしたフット

ワークの分析データがある。試合開始から終了までの選手の動きを 60fps(シャッタースピー

ド:1/1000 秒)で撮影し続け分析したもので、分析の対象とした試技は、フォアサイド（ネットに向か

って右側）へ打たれたボールをセンターマーク付近から素早く追いかけた時のフットワークである。 
その結果は驚くことに、ボールを追いかけ始めてから打つまでにかかった歩数が 2 歩だったもの

が 88.3％、3 歩だったものが 3.9％、4 歩だったものが 7.8％だった。テニスプレイヤーはボールを追

いかける時、ほとんど 2 歩しか動かないのである。テニスコートのセンターマークからシングルスサ

イドラインまでの距離は約 4.12m であるが、全被験者の 2 歩の移動距離（0 歩目から 2 歩目までの

直線距離）の平均値は約 3.0m であった。つまり 2 歩目の接地点から腕を伸ばせば、テニスコートの

半分をカバーできるのである。これは単に身長から来るものではなく、グランドストローク中いかに

タイムロスなく適切な打点に入るフットワークを行うかを限界近くまで求めた結果だと私は考える。 
この分析では全被験者の 1 歩目と 2 歩目の走速度から平均値を求め、その平均値よりも走速度の

高い被験者を上位群(9 名)、低い被験者(8 名)を下位群として両軍の比較も行っている。すると世界ラ

ンキングの高い選手ほど 2 歩目の走速度が高い傾向が見られ、また上位群下位群ともに 1 歩目より

も 2 歩目の方が走速度は大きくなっていることがわかった。上位群の 2 歩目の走速度は約 7.5m/s で

あったが、この速度は世界一流男子陸上短距離選手の 4 歩目と 5 歩目の速度に相当する。100m 走で

は静止した状態からスタートするのに対し、テニスの場合はスプリットステップをしてからスタート

するので一概に比較はできないが、陸上短距離選手に匹敵するほどの瞬発力と、それを何百回と繰り

返すことのできる高い持久力を持っていることが明らかになった。 
そしてこの分析では 1 歩目の歩隔が大きい選手ほど 2 歩目の歩幅が大きく、また 2 歩目の走速度

も大きいという結果も得られている。伊藤と貴島(2006)が世界一流の男子陸上短距離選手を対象に

100m 走時のスタート 1 歩目から中間疾走までの走速度・歩幅・ピッチ・歩隔の変化のついて調べた

報告がある。そこでは 100m 走時の歩隔に関して、加速度を大きくするため 1 歩目の歩隔が最も大

きく、歩数が進むにつれ減少していくと報告している。その目的として、1)キック脚の接地時の膝関

節角度を脚伸展力が最も高まる 120°付近にすること、2)股関節によるキック力の発揮に大殿筋だけ

ではなく中殿筋を加えること、そして 3)股関節で発揮されたキック力を地面に伝える過程で膝に横

方向の力がかかるが、その力を靭帯などの関節の構造によって受け止めることで膝関節伸展筋の負担

を軽くすることをあげている。今回用いた分析の結果からも、加速度を意味する 2 歩目と 1 歩目の

走速度差と、1 歩目の歩隔との関係には高く有意な正の相関関係が見られている。つまり、テニスの

グランドストロークにおいても、100m 走と同様に 1 歩目の歩隔を広げることによって、より大きな

キック力を生み出して 2 歩目の歩幅を伸ばし、その結果、2 歩目の走速度を急激に高めているという

ことになる。 
これらのことから、細かく脚を動かしピッチを高めて追いかけるよりも、歩幅や歩隔を大きくす

るように指導する方が望ましいと考えられる。 

 引用文献 

（1）田邉ほか, テニスのグランドストローク時におけるフットワークの基礎研究, 大阪産業大学 人間環境論集 9, 

131-138, 2009 
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 人の筋肉と運動と健康 （機械システム工学専攻 浅田亮 10623001） 

有酸素運動は．よくダイエットや健康に良い運動だと言われます。有酸素運動とは「十分長い時間

かけ呼吸・循環器系機能を刺激し、身体内部に有益な効果を生み出す運動」と定義されています。有

酸素運動において、継続的で比較的弱い力が筋肉にかかり続けると、酸素を用いてエネルギー源とし

て体内に蓄えられている体脂肪を燃焼させて使います。そして運動を 20 分間以上続ける脂肪燃焼が

効果的に行われるそうです。なぜ 20 分以上なのかというと、有酸素運動を開始してから 10 分程は、

糖質が主なエネルギー源となり、あまり酸素を使ったエネルギー生産が行われません。10 分たつと、

徐々に血中脂肪が燃焼しエネルギーとなります。脂肪には酸素があまり含まれていないので、より酸

素が多く必要となります。そして、血中のエネルギー源が不足してくる 20 分あたりから、内臓脂肪

や皮下脂肪を、脂肪分解酵素リパーゼが分解し、血中に送り出しエネルギー源とするためです。 

初めに書いたように、有酸素運動は十分長い時間かけ多くの酸素を消費して行うものなので、軽度

な運動でなければなりません。その例としてエアロビ、エアロバイクそしてウォーキングなどが挙げ

られます。このように有酸素運動は健康維持やダイエットに有効な運動です。しかし、健康維持やダ

イエットに重要なのは有酸素運動だけではありません。それは、無酸素運動(筋力トレーニング)をす

ることで得られる筋肉です。筋肉をつけることは、血液の流れ、酸素の供給などを向上させエネルギ

ー消費を多くさせ、基礎代謝量を増加するといった効果があり、寝ている間も脂肪を燃やしてくれる

ので、痩せ易い体質になり、健康維持にも効果的です。しかし、有酸素運動をしていれば、無酸素運

動をしなくても筋肉は増加するのではないかという考えが浮かぶかもしれません。そこである研究で

は、有酸素運動が筋肉におよぼす影響について、低強度の有酸素性自転車サイクリング運動をおこな

い、この運動では筋肥大が見込めないことが確認されています。(1)また、有酸素運動を継続してお

こなって筋肉量が減少したという話もあります。しかし、ランニングなどの有酸素トレーニングが大

腿部の筋肉の増加を引き起こしたという研究もあります。(2) 

有酸素運動においてこのような違いが生じる原因として考えられるのは運動強度だと思われます。

有酸素運動であっても運動が激しければ無酸素運動のように糖質をエネルギー源として燃焼させる

運動になってしまうということが考えられます。また、筋力量の減少に関しては、筋肉の基となる蛋

白質不足などにより筋肉が分解されてエネルギーとして利用されてしまうそうです。その状態で運動

過多になると筋肉が減少してしまいます。また、運動が長時間になるとストレスホルモン(コルチゾル)
が出始めると、筋肉が燃焼してしまうそうです。さらに、ダイエット時の食事制限により栄養素不足

によっても引き起こされます。このことから、有酸素運動をしすぎると体に蓄えられた筋肉を作る栄

養素までエネルギーにしてしまうので筋肉が付きにくくなるのではないでしょうか。次に無酸素運動

について、筋肉は増加するが脂肪燃焼にあまり効果がないように思われるが、1 日 15 分のダンベル

運動が皮下脂肪の減少を引き起こしたという報告もあります。(3) 
文章中で示したように人が運動を始めると、初めは糖質がエネルギー源となり、酸素をあまり必要

としない無酸素運動のような状態になる。その後、有酸素運動に適した状態になる。これらのことか

ら、身体の健康に良く、筋肉増強と脂肪の燃焼がうまくできるような運動の方法は、初めに体をほぐ

すストレッチと筋肉トレーニングを行い、その次にウォーキングなどの有酸素運動を行い、最後にス

トレッチを行うのが良い運動方法である。  (例)1 日 1 時間の運動 

１０分 

ストレッチ、筋力トレーニング 

４０分 

有酸素運動ｏｒサーキット・トレーニング 

１０分 

ストレッチ 

 

 引用文献 

（1）三浦朗，佐藤広徳，福場良之 局所トレーニングは運動部位の皮下脂肪を減少させるか?－片脚の有酸素性自転車トレー

ニングがトレーニング脚の脂肪断面積および酸素利用機能に及ぼす影響．デサントスポーツ科学 20:106‐115，1999 

（2）Eliakim Alon, Burke S Georgine, and Cooper M Dan. Fitness, fatness and the effect of training assessed by 

magnetic resonance imaging and skinfold-thickness measurement in healthy adolescent females. Am J 

Clin Nutr 66:223-231,1997 

（3）中島昭，逸見幾代，宮田富広 ダンベル運動の体脂肪に及ぼす影響．松山東雲短期大学研究論集 31：77－79，2000 

 参考文献 

自転車エルゴメーターによる有酸素運動と筋力トレーニングが皮脂厚および筋厚に与える影響，加藤浩人 

有酸素運動と無酸素運動 www.pharm.co.jp/today-diet/sports.htm 
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老後をより良く過ごすために   （バイオベースマテリアル学専攻 柳沢 純司 10661020） 

日常生活においては，椅子から立ち上がる，歩くなど様々な身体運動がなされる。これらの運動は，

筋により発揮された力により生み出される。筋は使わなければ細くなり，筋力も低下する。すなわち，

運動不足は筋力低下を引き起こす。一方，適度に使えば筋は太くなり，筋力の増加が見られる。 
 年をとると筋力は低下し、「歩く」，「階段を昇る」，「立ったり座ったりする」といった日常生活動作

をスムーズに行うことが困難になる。高齢者にとって、日常生活ができるだけの筋力があれば十分であ

るとの考えがあるが、最低限の筋力に近い状態で生活することは，寝たきり状態になりやすいという危

険性を含んでいる。つまり、風邪などで運動不足になり筋力が低下した時、風邪が治っても筋力が低下

しているため「歩けない」、そして「寝たきり」といった状態を引き起こすことになる。一方、高い筋

力を持っている人は，病気などの状態になり筋力が低下したとしても，最低限の筋力まで低下するまで

に長い期間が必要になる．このことは，高齢者であっても日ごろ高い筋力を発揮している人は，病気に

なったとしても寝たきり状態になるまでに充分な時間的余裕を持つことを意味している．つまり，日ご

ろから筋を蓄えておけば，いざという時に時間を稼ぐことができるということになる． 
 筋量は，齢とともにどのような変化をするのか。早稲田大学の福永哲夫教授の研究グループが超音波

を用いた筋量の測定法を開発した。この測定によると、腕の筋量は若者でも高齢者でも大きな差は見ら

れないが、大腿前部の筋（大腿四頭筋）や腹筋においては，若者に比較して高齢者で著しい筋量の減少

があり、大腿四頭筋では若者の約 80%，腹筋は若者の約 70%にまで低下するという結果が得られた。筋

量の減少は筋力の低下を引き起こし、実際、腕や脚の筋力を測定すると、加齢によりさまざまな部位の

筋力低下が見られ、特に脚の筋力の低下が著しく、たとえば、膝を伸ばす筋力は高齢者では若者の約 60%
にまで低下する。 
 このような結果から、歳をとったときの脚の筋量および筋力の低下が、日常生活活動にどのような影

響を及ぼすのか。日常生活で最も頻繁に行われている運動は歩いたり、走ったりすることである。この

歩走能力と年齢の関係を調査すると、歩速度は加齢とともに低下す

ることが明らかになった。走速度は、一定時間内の歩数（ピッチ）

と歩幅（ストライド）の積、で求められる。そこで走行中のピッチ

とストライドを調べると、走速度の低下はストライドの減少による

ものであり、ピッチに変化は見られなかった。 
 それではなぜ歳をとると歩幅が短くなるのか。それは，腹筋や大

腿四頭筋の筋量が減少し、筋力が低下するためである。加齢に伴い

腹筋および大腿四頭筋が萎縮し筋力が低下することにより，膝が前

に出なくなり歩幅が短くなり、その結果，走速度が増加しなくなる。また、高齢者の脚の筋肉の機能低

下が著しいのは、日常生活における歩く、階段を上るなどの身体を移動する量が減少するためである。

このことは、腹部や脚の筋の活動が低下することを意味し、それに伴い、脚の筋の萎縮が進むものと考

えられる。 
 年をとって思うように体が動かなくなると老後が楽しくない。そこでお勧めしたいのが今から「貯筋」

を始めることである。筋肉量が増えると、基礎代謝があがって、何もしていないときでも効率よくエネ

ルギーを消費できる体になる。日常的にできる簡単なトレーニングで筋肉を貯めて貯筋しておくと、年

をとってけがや病気で筋肉を使う機会が減っても、寝たきりになりにくくなる。加齢に伴い衰えやすい

足の筋肉を鍛えることや、器具を使わず、自分の体重を活用することが大事である。 
 
参考文献 福永哲夫 貯筋のすすめ スポーツ科学研究 6、50-54、2009 年 
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 光過敏性てんかん （高分子機能工学専攻 諸石崇 10614041） 

てんかんとは、大脳の過剰なニューロン発射、すなわち大脳神経細胞の以上な電気興奮に由来する反復性

の発作を主症状とする慢性の脳の病気で、種々の成因によって生じ、臨床症状や検査所見もさまざまで一様

でない、と定義されている。てんかんは脳に損傷がある器質性原因によるもの（症候性てんかん）と脳損傷

がない機能性原因によるもの（特発性てんかん）に分けられ、特発性てんかんのなかには、遺伝的素因が関

与するものがある。てんかんの中でも、さまざまな感覚刺激で発作が誘発されるものを、反射てんかんと言

う。光過敏性てんかんは、反射てんかんの 1 つで、視覚的な刺激で発作が誘発され、昔から水面に反射する

太陽の光、木の間隠れの光りなど、ちらちらする光によって発作が誘発されることが知られている。てんか

んの発作にはいろいろな症状がある。おもな症状はけいれんと意識障害に伴う無意識な行動の乱れだが、年

齢や、知的障害などを伴う脳病変の有無およびその部位によって発作症状が異なる。 

文献によると、視覚的に引き起こされる発作は、昔から報告されているが、この視覚性発作の原因となる

ものは、テレビやコンピュータゲームに使用される新技術の出現により、最近増加しているようだ。視覚性

発作は、古くは西暦 125 年に Apulius が、陶工ろくろを見ることによって誘発されることを報告している。

また、1885 年には、William Richard Gowers が、明るい日光の下に出ると同時に発作にかかっていた少

女について報告した。1970 年代には、電子ゲームによって引き起こされる発作の、いくつかの症例が報告

された。そして、Rushton によって 1981 年に、テレビゲームてんかんの最初の報告である「space-invader 

epilepsy」というタイトルの論文が発表された。このテレビゲームてんかんは、光過敏性てんかんの一つで、

テレビゲームの激しい光の点滅で誘発されると考えられた。その後、テレビゲームてんかんはほとんど注目

されなかったが、1992 年に 14 歳のイギリスの少年が、任天堂のゲームをしている最中に突然死んだこと

で注目が集まった。同じ年の初期に、テレビゲームをクリスマスのプレゼントでもらった数人のイギリスの

子供たちも、テレビゲームてんかんと診断された。その１年後には、急速な光の点滅を使ったテレビコマー

シャルがイギリスで放送され、発作を誘発した。これを受け、イギリスの独立行政 TV 管理委員会は、テレ

ビコマーシャルの、光刺激に対するガイドラインを設定し、光の点滅は 1 秒間に 3 回以下と決めた。 

日本で起きた事件としては、ポケモンショックが有名である。1997 年 12 月 16 日の夜、「ポケットモン

スター」というテレビアニメを見た約 1000 万人の内、700 人以上の子供たちが、吐き気、嘔吐、視覚の

変化と痙攣にかかった。この回は、演出のために、ストロボ、フラッシングなどの激しい点滅が、25 箇所

にわたって、1 秒間以上連続して使用されており、この光の点滅を断続的に見たことが原因と考えられてい

る。このとき、自分もこのアニメを見ていたので、この事件のことはよく覚えており、朝のニュースで、初

めて事件を知ったときは驚いたものである。アニメやテレビゲームでは、特に幼年層を中心として映像への

意識や注意の没入度が非常に高く、画面からほとんど目をそらすこともなく視聴しているため、発作を起こ

す可能性のある視聴者が光刺激の発生に対し光過敏性発作を回避することが、難しいと見られている。その

ため、十分に離れて明るい場所で視聴するよう視聴者に促すことが、多くの国の該当業界におけるガイドラ

インで定められている。日本でも、ゲームメーカー各社では日本国外での光過敏性発作症例を元に 1990 年

代前半より注意が払われていたが、テレビ業界ではまだだったため、ポケモンショック以降、NHK などの

主導によって放送各局間でガイドラインが持たれるようになった。 

最近の調査によると、7 から 19 歳までの年齢が、光過敏性発作にかかりやすいことが分かっている。現

在では、テレビゲームが昔よりもはるかに普及しており、小学生などは、外で遊ぶよりもゲ－ムで遊ぶこと

のほうが主流となっているため、テレビゲームてんかんの患者は増加していく可能性がある。しかし、テレ

ビゲームてんかんには、予防するための手段がある。それは、テレビに近寄りすぎないように注意して視野

にテレビ画面以外の風景も入るようにすること、部屋が暗い状態でテレビ画面を見るのを避けること、適度

に休憩をとること、などである。よって、これらの予防を行うようにしていけば、テレビゲームてんかんは、

減らせるだろう。 

 
 
 

 引用文献 

（1）Mohammadali M. Shoja , R. Shane Tubbs , Armin Malekian ,  Amir H. Jafari Rouhi &Mohammad Barzgar , W. 
Jerry Oakes (2007) Video game epilepsy in the twentieth century: a review. Childs Nerv Syst 23:265–267 
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 広告と購買意欲 （情報工学専攻 赤井純 学生番号 10622001） 

生活のさまざまなところに、広告が存在する。街中を歩けば看板やのぼりなど。室内においては、

テレビの CM や雑誌、新聞。インターネットも一般的になってきたが、ここでも広告はたくさんある。

企業が運営しているサイトでのバナー広告や、最近ではアフィリエイトと呼ばれる、個人のサイトや

ブログに配置されている広告がよく見受けられる。部屋で過ごしていても、外に出ても、それを目に

しないほうが難しいのではないだろうか。新商品が出れば当然のこと、息の長い商品であっても、各

メーカーは繰り返し広告を打っているようである。広告業界というものが存在し、それ自体が一大産

業ともいえるものになっている。当然のことながら広告を打つということは、それにお金がかかると

いうことであり、果たしてその効果はそれに見合う、またはそれ以上のものが得られるのかと、広告

に囲まれた日常でふと疑問に思ってしまったりもする。 

このような状況で、我々はその広告を意識してみることはあまりないのではなかろうか。テレビ視

聴中、CM が始まると、小用を足したり、または雑誌の広告などであれば読み飛ばしてしまう。広告

とは、我々が価値があると思っている情報に付随して配置されている物で、そもそも見ない、見てい

てもそれほど意識をしてみていないのが実際のところである。 

ちょうど購入を考えている商品の CM などがテレビで流れたなら、少しばかり意識をしてみる。

または、そういった商品ではなくとも、広告の内容が目を引くもの、-例えば衝撃的な内容であった

り、パッと見のインパクトが強いものであったり- このようなものであれば幾分注意をして見てし

まうかもしれない。しかし、まじまじと見るのはその一度で、そのあとは結局元の扱いに戻ってしま

う。企業にしてみれば、せっかくお金をかけて広告を打っていても、見る側からの扱いがこのような

ものであればさぞかし残念なのではなかろうか。 

広告に対してこのような認識であったのだが、この課題において、ヒトを研究対象とした論文に目

を通す中で「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図及ぼす効果」という論文に行き当たった。 

この論文によると、広告というのは、必ずしも注意をひきつけるだけが目的ではないようである。

広告の主要な目的、それは単純接触効果というものらしい。単純接触効果とは、刺激対象への単なる

繰り返しの接触が、刺激自体は中性的であっても、その対象に対する好感度を高める効果のことらし

い。さらにこの論文の一節を引用すると、単純接触効果の原因は、刺激に対する近く情報処理レベル

での処理効率が高まり、促進効果によって生じた刺激への親近性の高まりが刺激自体の好ましさに誤

帰属されるために好感度が上昇する、と述べられている。 

なるほど、いわれてみればそのような気がする。例えば、突然病気になったとき、近場の薬局に薬

を買いに行くとしよう。薬局の陳列棚には様々な種類の商品が陳列されているが、このときどのよう

な商品を選ぶだろうか。店員の方に聞かず、地震で選ぶとしたら、おそらくどこかで目にした、耳に

した商品を手に取るのではなかろうか。重要なのは効き目ではあるが、実際のところどの商品がよく

効くのかなんてわからない。服用するものであれば、有名なものの方が安心そう。 

車や家電など、高価な物で、また長期間使用するものであれば、まず商品のカタログを見て、さら

に店の人の話を聞いてえらぶかもしれないが、食品や日用品といった、情報探索や商品評価への動機

が弱いカテゴリーの場合は、このような単純接触効果に影響されやすいらしい。なるほど、一見無駄

ともいえる広告の繰り返しは、決して無駄ではなく、好感度を高めるのに重要なことなのである。し

かしながら、論文で記されてあった「誤帰属」、との表現を目にし、今後は商品購入に少しばかり気

をつけてみようかと思った次第である。 

 

 

 引用文献 

（1）松田憲・平岡斉士・杉森絵里子・楠見孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果 」、認知科学、

Vol. 14（2007）No. 1 pp.133-154． 
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 耳と鼻が利く蚊 （応用生物学専攻 高野奈津子 １０６１１０１５） 

今年もまた暑い夏がやってきた。夏といえば、浴衣を着て花火大会という光景が浮かぶかもしれな

い。また、太陽が照る中で海に出かけ、カキ氷を食べるというのもあるだろう。しかし日常生活にお

いては、うだるような暑さの中で寝ていると、耳元で「プーン」という音が聞こえてはっと目が覚め、

いなくなるまで戦うということも夏を感じるのではないだろうか。 

最近、この「ブーン」というモスキート音に関する論文が発表された(1)。蚊がコミュニケーショ

ンツールとして羽音を使っているらしい。オスとメスの同種のペアでは高い周波数で同調が起こるが、

異種のペアでは周波数の同調は起こらない。つまり、同種のペアでは「ハモる」のである。羽音の周

波数によって、同種の仲間を見分けたり、異性探しに役立てているという。これを利用して羽音を邪

魔できれば、生態系が混乱し、衛生昆虫である蚊の発生をコントロールできそうである。 

また、羽音を邪魔するではなく、羽音を作り出すそもそもの筋肉に障害を起こし、本来の羽音を立

てられなくしたという研究者もいる(2)。筋肉にはアクチンとミオシンというタンパクがあるが、こ

のアクチンを遺伝子から合成する方法にオス・メスで差があり、メス特異的に変異型アクチンを発現

させられる。この変異型アクチンを持つ蚊は、筋肉の動きが障害され、本来の羽音を立てられない。

このような羽音の変になった蚊を作り、これを野外に放すことで繁殖障害が起こり、新たな蚊の発生

を抑えられるということである。 

蚊はマラリアやデング熱などの伝染病を媒介する生物ということで重要な研究対象となっている。

上のように蚊の発生に注目して研究している研究者もいるが、蚊が人間や動物をどのように認識し、

吸血するのかというメカニズムを解明しようとしている研究者もいる。蚊は二酸化炭素濃度や温度、

匂いによって人間や動物を認識していると言われているが、この匂いに関する認識方法が少しずつ解

明されてきた(3)。 

サハラ以南のアフリカでの主要なマラリア媒介動物であるハマダラカの一種 Anopheles 

gambiae の匂い受容体タンパク質（AgOr）の全レパートリーが、匂い受容体をなくした遺伝子組み

換えショウジョウバエを用いて決定された。この受容体のほとんどはさまざまな匂い物質に反応して

広く活性かされるが、一部の受容体はもっと特異性が高く、ひ

とつあるいは少数の匂い物質に強く反応する。例えば、AgOr2

という匂い受容体タンパク質は、ヒトの汗から揮発する物質に

反応する。また AgOr5 はヒトの皮膚細菌の代謝副産物に反応

し、AgOr65 はさまざまな動物の尿に含まれる物質に反応す

る。同様の実験をショウジョウバエでも実施したところ、ショ

ウジョウバエでは果物から発生する匂いに対する受容体があ

り、強く反応を示した。右上図がハマダラカ、右下図がショウ

ジョウバエでの結果である。円の大きさが匂いに対する反応の

大きさを示している。緑の円は果物に含まれるエステル類を示

し、紺の円はヒトから発生する芳香族化合物に対する反応を示

している。このようにヒトの匂いに反応する受容体が決定され

たことで、蚊の宿主探知を妨げたり、おとりの匂いを使ってト

ラップに追い込んだりといった防御策に使われそうである。 

蚊に関する研究が進み、世界中で防御策が実施されれば、

蚊は夏の風物詩でなくなるかもしれない。 

 引用文献 
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  感情語による自閉症児の言語指導 (物質工学専攻 中崎義知 10615029) 

  

 自閉症患者にとって、コミュニケーションをとることは健常者と比べ、特異、異質であり、感情を人に伝え、共感すること

は難しいことである。今現在の自分の感情を理解するのが難しい自閉症患者にとって、感情語を使用することができず、

いつどのような場面で駆使すれば良いのかが分からない。これは、自閉症患者が感情の理解に弱さを持っている事を示

し、これによりコミュニケーションが取りづらいとされているからである。 

 そこで今回、特別支援学級に在籍する小学校５年生の知的障害を合併する５年生の自閉症男児に対して、感情語「うれ

しい」についてはこれまで「ありがとう」とのみ言っていた場面で、「ありがとう」に加えて「うれしい」も相手に伝えるように指

導し、コミュニュケーション能力を高めると同時に、自身の現時点での感情の理解ができるよう促した。尚、交流学級の児

童による質問紙によるアンケート調査、保護者からの聞き取り、指導者の観察記録により結果を示す。 

 この実験の対象とする男子には、乳幼児期の言葉の発達に遅滞が見られ、３歳時に「広汎性発達障害（自閉症）」と診

断された児童である。この児童は重度の自閉と診断され、心理検査から、中度以上の知的障害を有すると考える事もでき、

意思疎通の困難さや感情語を含めた語彙理解の未熟さは、知的発達の遅れが強く影響している可能性が高い。 

 検証方法として、上記表 1 に示すように、１学期に指導場面を設け、感情語や自分の感覚を表現する言葉の発話を促し

た。また、感情語「うれしい」については、うれしいことをしてくれた人に「うれしい」と応答的に伝えることを促し、これまで

「ありがとう」とのみ言っていた場面で、「ありがとう」に加えて相手に「うれしい」という言葉も伝えるように指導した。また、

年間を通じて、日常生活の中で特別支援学級担任が意識的に感情語を使い、その後にＡ児の感情を尋ねるというように

しながら、感情語及び自分の意志や気持ちを伝える発話を促した。以上のことを年間を通じて行い、学期末に行ったアン

ケート調査の結果を以下図 1 に示す。 

 図 1 より、感情語を使う機会、実際に使った人数の増加より、様々な場面で感情を表す事が可能となってきており、はじ

めに比べると明らかに改善されていると言える。 
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 見えないけど見えるもの （造形工学専攻 磯貝貞好 学生番号 10631005） 

 「モノを見る」ということは健常者にとって当然の感覚であるが、その説明は少し難しいものであるか

もしれない。しかしながら正常な視覚能力を持つ人ならば、それはなんとなく理解できるものである。

では、盲人が「モノが見える」というならば、それを説明し理解できるだろうか？ 
  実はこれを裏付けるための驚くべきビデオが存在している。そのビデオでは、盲人の男性（以下 TN

氏）が多数の障害物が設置された長い廊下を歩いているのだが、彼はその存在を認識できないのに関わ

らず、すべてをよけて歩いていくのだ。実は、TN 氏は全盲ではあるが「ブラインドサイト」と呼ばれ

る、何が見えているか全くわからないのに目に映ったものに反応する、得意な能力を持っているのだ。 
  この現象を説明するため、まず TN 氏の全盲の病状から説明する。彼の視覚障害は極めて稀で、２度

の脳卒中により左右の「第一次視覚野」と呼ばれるモノを見てそれを意識上理解するための重要な経路

途中が損傷してしまい、よって目は至って健康なのだが視覚皮質が目からの入力信号を受け付けない、

という状態である。さらにこのような不思議な能力は TN 氏ほどはっきりしたものではないにせよ、同

じように第一次視覚野に損傷をおった患者に見られる。では、彼らには一体どのような能力がそなわっ

ているのか？研究の成果として、ブラインドサイトが見受けられる患者は意識上では見えていない物体

や画像に反応し、色や動き、単純な図形、顔などで表された感情などを見分けられるようである。例え

ば、人の表情から感情を読み取ることによりその表情と同じような傾向が現れる「情報伝染」という仕

組みを利用した実験において、見えていないにも関わらずこれらの患者は健常者とおなじように、ある

いは驚くことにそれ以上の反応を示すことがわかっている。また工夫を凝らすことにより、健常者でも

ブラインドサイトと同じ現象をひきおこすことが可能である。ただしここで注意したいことは、そのよ

うな健常者が工夫された実験で使う脳領域と、ブラインドサイトで扱う脳領域とが必ずしも合致してい

るのかは判明していないこと、損傷を受けた後の患者に、失われた機能を補うための新しい回路の構成

がなされているかもしれないということだ。ただ研究により、「上丘」とよばれる部分が中心的な役割

を果たしていることはわかってきている。またブラインドサイトの能力を発揮するためには訓練が重要

なようであり、そのことからも新しい回路の構成、または行動戦略の学習を行ったことが推測される。

以上から、ブラインドサイトの研究を進めることにより、大脳皮質を損傷し失明した人がどれだけ知覚

できるか、どのような脳領域を使っているかが明らかにでき、ひいては人の視覚知覚情報の解明に役立

っていくだろう。 
  また、私が以前読んだ「脳の中の幽霊（邦題）」という本にも似たような話がある。そこでは、視覚

というものは「何」経路と「いかに」経路というものが存在し、どちらかが損傷することによってそれ

ぞれの行動に支障がでてしまうものである。例えば、「何」経路を損傷した患者に封筒を渡しポストに

入れるように促すと、それが何であるかわからなく「見えない」というにも関わらず封筒の向きを変え

ポストに投入できる、というものである。これは「いかに」経路が空間視の局面に関係するものであり、

モノが意識できなくてもどのように行動すればよいか反応できるのである。今になって考えれば、これ

もブラインドサイトが関連した事象だったのではないかという推測ができる。 
  このように人の視覚というものは不可思議な要素を含んでいるが、徐々にその解明はなされてきてい

る。また私がここで考えることは、人を知るためには「健常者」ではなく、もっと「患者」に目を向け

ることが重要なのではないだろうか？変わった症例とは不可解、特殊として区別するのではなく人を知

る手がかりとして多いに参照すべきであると思う。科学が発展し人は豊かになったが、人自身の謎はな

お解明できていないところがある。もっと「自分自身」を知る局面に達していくべきであり、きっとそ

の潮流は加速度的に来るのではないか、と私は想像する。 
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