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研究成果の概要（和文）：本研究ではまず，スイマーマネキンと水中物体３自由度駆動装置から

なる，スイマーマネキンロボットを開発した．次に本ロボットに実際のスイマーの泳動作を入

力し，非定常流体力の測定実験を行った．そしてスイマーマネキンを表現するシミュレーショ

ンモデルを作成し，実験再現シミュレーションを行い，シミュレーションモデル中のパラメー

タを調整することにより，高精度で実験を再現することができる，流体力モデルを実現した． 
 
研究成果の概要（英文）：The swimmer mannequin robot, which consists of the swimmer 
mannequin and the underwater body three degrees-of-freedom driving machine, was developed. 
Inputting the actual swimming motion to the robot, an experiment for the unsteady fluid 
force was carried out. The simulation model which can represent the swimmer mannequin 
was constructed, and the simulation which reproduces the experiment was conducted. By 
adjusting the parameters in the simulation model, the fluid force model which can 
reproduce the experiment with high accuracy was realized. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)  水泳は，アスリートによる競技として
も，一般人によるエクササイズとしても広く
親しまれており，重要なスポーツである．し
かし水泳における力学，特に水から受ける反
力である流体力の特性についてはいまだ不
明な点が多い．そのため，実験による測定研
究が従来から多くなされている．1970年代頃
からは，推進力の主な発生源である手部（も

しくは前腕部までを含む）の模型を作成し，
その模型を水槽や風洞中に置き，一定の流れ
（定常流）中での流体力の特性を測定する研
究が行われている．一方，推進力と釣り合う
抵抗力を発生する体幹についても，1970年代
頃より，実際のスイマーや人体マネキンにけ
のび姿勢を取らせ，やはり定常流の水槽中で
牽引し，体幹を含む身体全体の定常抵抗力特
性を測定する研究が行われている． 
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しかし上記の手部および体幹部の実験いず
れについても，測定は実際の人間の遊泳の状
況からほど遠い定常流中での静的な特性で
あり，これをそのまま遊泳中の流体力として
考えてよいかは疑問である．この疑問は 1980
年代ごろから指摘されており，より実際の水
泳の状況に近い，動的な非定常流体力を測定
する試みがいくつかなされている．まず手部
については，手部模型を 2自由度回転運動さ
せた実験などの試みがなされている．しかし，
なお実際の泳ぎの動作からはほど遠く，また
従来研究は上肢についてがほとんどであり，
下肢に働く流体力についての研究は皆無に
近い状況であった．そこで研究代表者らは，
H17～H19 年度において，若手研究(A)「水中
ロボットアームによる水泳時の四肢に働く
非定常流体力の解明と高精度モデルの開発」
として，上肢・下肢いずれの泳ぎの動作も実
現可能な水中ロボットアームを開発し，従来
の実験よりはるかに人間の泳ぎに近い動作
時での，四肢に働く非定常流体力特性の測定
に世界で初めて成功した．本測定により，四
肢に働く非定常流体力特性は申請者らによ
って解明されつつある． 
 
(2)  一方，四肢以外の部位，すなわち体幹
に働く非定常流体力特性の解明はいまだ不
十分である．体幹における非定常運動として
は，クロールや背泳ぎではローリング運動，
平泳ぎやバタフライではピッチング・上下運
動が顕著である．このうちクロールについて
は従来研究において，人間がクロールと似た
動作で水中の取っ手を手で押し，その取っ手
に作用する推進力を測定することにより間
接的に体幹に働く抵抗力を測定する試みや，
スイマーを回流水槽中でハーネスで固定し
クロール動作を行わせハーネスに働く力を
測定する試みなどがなされている．しかし，
これらの測定方法では実際のスイマーを用
いているため，四肢が発生する推進力と体幹
に働く抵抗力を本質的に分離できず，測定が
間接的になるか，実際の泳ぎの動作から離れ
るかの無視できないデメリットを被らざる
をえない．またクロール以外の泳法について
はほとんど手つかずの状況である．以上から，
従来の測定方法とは異なり，四肢についての
研究代表者らのアプローチと同様に，非定常
運動する体幹部をロボット（スイマーマネキ
ンロボットにより実現し，ロボットを用いて
流体力測定を行い，体幹における非定常流体
力特性を解明することが必要であると考え
られる． 
 
２．研究の目的 
(1)  回流水槽中での非定常多自由度運動が
可能なスイマーマネキンロボットを開発し，
本ロボットを用いて，非定常運動中にマネキ

ン部に作用する流体力特性を実験的に解明
する． 
 
(2)  測定結果に基づき，研究代表者らが開
発ずみの，水泳の力学シミュレーションモデ
ルを用いて，体幹に働く流体力を高い精度で
推定可能なシミュレーションモデルを構築
する． 
 
(3)  マネキン部まわりの流れの可視化を行
い，非定常流体力特性の発生メカニズムを解
明する． 
 
３．研究の方法 
(1)  回流水槽中での非定常多自由度運動が
可能なスイマーマネキンロボットを設計製
作する． 
 
(2)  製作したスイマーマネキンロボットを
用いて，非定常運動中にマネキン部に作用す
る流体力特性を測定する．測定結果を整理す
ることにより，非定常流体力特性を明らかに
する． 
 
(3)  申請者らが開発した水泳の力学シミュ
レーションモデルを用いて，スイマーマネキ
ンロボットのモデルを作成し，実験で行った
非定常運動をモデルに入力し，シミュレーシ
ョンにより求まる流体力を 2の測定結果と比
較する．そして，測定結果と十分一致するよ
うモデルに改良を施す．以上により，体幹に
働く流体力を高い精度で推定可能なシミュ
レーションモデルを構築する． 
 
(4)  マネキン部周りの流れの可視化を行え
るよう，表面タフトおよびトレーサ注入口を
備えた可視化用マネキンを製作する．そして
非定常運動実験を行ない，流れ構造を明らか
にする．以上により，非定常流体力特性の発
生メカニズムを解明する． 
 
４．研究成果 
(1)  図 1 に本研究で開発したスイマーマネ
キンロボットの実験時の写真を示す．本ロボ
ットは，図２に示すスイマーマネキン部と，
図３に外形図を示す水中物体３自由度駆動
装置とからなる．スイマーマネキン製作にあ
たっては，競泳オリンピック選手の三次元身
体形状を 3D ボディスキャナー装置を用いて
測定し，得られた測定データを三次元造形装
置に入力することにより，詳細な身体形状の
再現に成功した．また水中物体３自由度駆動
装置は，水中の物体をヒーブ，ロール，ピッ
チの３自由度，任意の時間波形で駆動するこ
とが可能であり，さらに物体に作用する進行
方向(x 方向)および鉛直方向(z 方向)の力成
分を測定することが可能である．本装置はス



イマーマネキンのみならず，取り付けられる
任意の物体を駆動することが可能であり，今
後，本装置を用いた様々な展開が期待できる．
駆動装置とスイマーマネキンを合わせたス
イマーマネキンロボットとしては，これまで
このような水泳研究用のロボットが開発さ
れた例はなく，水泳の研究分野において与え
たインパクトは大きい． 
 
(2)  開発したスイマーマネキンロボットを
用いて，非定常流体力の測定実験を行うため，
まず実際のスイマーの映像に基づいて，スイ
マーマネキンの動作波形を作成した．動作と
しては，クロール・背泳ぎ時にはロール，平
泳ぎ・バタフライ時にはヒーブ・ピッチを行
わせた．図４に，作成した背泳ぎ時のロール
角度波形を示す．そして作成した動作波形を
用いてスイマーマネキンを駆動させ，非定常
流体力の測定実験を行った． 
 
(3)  測定した実験結果を用いて，非定常流
体力のモデル化を行った．そのため，研究代
表者らが開発した水泳人体シミュレーショ
ンモデル SWUM を用いて，実験再現シミュレ

ーションのモデルを作成した．上で再現する，
実験の表現した．図５にモデル化されたスイ
マーマネキンを示す．スイマーの身体形状を
21個の楕円錐台により表現している．さらに，
スイマーマネキンを支持しているシャフト
もモデルに加え，図６に示すように，動作も
表現して実験再現シミュレーションを行っ
た．そして，スイマーマネキンに作用する非
定常流体力について，シミュレーション値が
実験値と可能な限り一致するように，SWUMの
流体力モデルにおける流体力係数を調整す
ることにより流体力のモデル化を行った．な
お本調整には非線形最適化手法である滑降
シンプレックス法を用いた．図７にシミュレ
ーションと実験の比較結果の一例を示す．シ
ミュレーションは実験の時間変化波形を非
常によく再現できていることがわかる．他の
泳法についても同様に良好な結果を得た．最
終的に誤差の検証を行った結果，シミュレー
ションと実験の誤差は平均で 10%程度に収ま
ることがわかり，高精度モデルの実現に成功
した．本成果により，水泳や水中ウォーキン
グなどの水中運動時の流体力が高精度で推
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図４ 背泳ぎ時のロール角度 

 

 
図５ モデル化されたスイマーマネキン 

 
図６ 実験再現シミュレーション 

 
図３ 水中物体駆動装置外形図 

 

 
図２ スイマーマネキン 

 
図１ スイマーマネキンロボット写真 



定できることになり，競泳時や水中リハビリ
など，さまざまな場面における身体負荷の計
算が可能となった．このようなモデルは世界
的にも例がなく，そのインパクトは極めて大
きいと考えられる． 
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図７ 非定常流体力のシミュレーションと実験の比較

結果（平泳ぎにおける進行方向抵抗力） 


