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研究成果の概要（和文）：スポーツパフォーマンスを向上させるために、競技の特異性を考慮したトレーニングを提供
できるシステムの開発を目的とし、エクササイズ中の負荷パターンをコンピュータ制御可能なトレーニングシステム（
iSAAC）の開発に取り組んだ。
このマシンには各種センサを設置してあり、使用者の運動情報を取得することが可能である。これにより、数値計算か
ら力情報を推定することで運動を評価することを可能とした。負荷にはブレーキによる制動力を採用しているため安全
なトレーニングを提供しており、負荷パターンによって同様の脚伸展動作においても異なる力発揮状況を促すことが可
能である。

研究成果の概要（英文）：To enhance the training effect on specific motor abilities, we developed new 
intelligent training system which provides multi-joint leg extension exercise with variable loading 
pattern. We call this iSAAC (intelligent system of advanced actuation for concentric training). The iSAAC 
has sensors to acquire kinematics information and external force. Kinetics information such as joint 
torque is estimated by these sensory information and calculation of inverse dynamics. User can evaluate 
result of exercise objectively.
 The iSAAC provides safe exercise because the iSAAC adopts the braking force as training resistance. 
Exercise of the iSAAC encourages unique power generation. This leads to enhance the training effect on 
specific motor abilities.

研究分野： スポーツ科学

キーワード： スポーツバイオメカニクス　トレーニング科学
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１．研究開始当初の背景 
筋力が筋量に比例することは一般的によく
知られている。したがって、最大筋力や爆発
的パワーの向上を目指すアスリートは筋肥
大を目的としたトレーニングを行う。一般に
トレーニングによる刺激を筋に与えると、そ
のメカニカルなストレスが筋損傷を引き起
こすと同時に各種ホルモンが分泌され、筋線
維が回復する際に筋線維が肥大する（超回
復）と考えられている。しかしながら、同様
のトレーニングを積んでも筋肥大の仕方は
部位によって差が生じることや筋内でも部
位差が生じることがある。経験を積んだアス
リートの場合には、個々人が理想とする筋形
態を求めるがゆえ、ある特定の部位を鍛える
ために動作や姿勢を変えて筋にかかる負荷
を変えるなどの工夫を行っている。これを体
系化し、ある特定の部位を鍛える（筋肥大さ
せる）ためのトレーニングシステムを構築す
ることは、スポーツパフォーマンスを向上す
るための一助になる。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は「スポーツパフォーマンス向上のた
めのスポーツ特異性を考慮したトレーニン
グシステムを開発すること」が目的である。
十分なトレーニングを積んでいるアスリー
トでも、さらに理想的な筋機能や筋形態にす
るために、あるいは怪我からのリハビリの際
に、ある特定の部位のみを鍛えることが必要
になることがある。しかしながら、トレーニ
ングに伴う筋肥大の部位差・左右差、筋力の
左右差などの存在は知られていながらも、特
定の部位の筋だけを鍛えるトレーニングシ
ステムは構築されていない。本研究では、複
合した負荷様式によるトレーニングにその
メカニズム解明のヒントがあると考えた。そ
のための理論を体系化するとともに、トレー
ニングシステムを構築し、最新の技術を駆使
したトレーニング機器の開発も試みる。 
 
 
３．研究の方法 
本研究は、「スポーツパフォーマンス向上の
ためのスポーツ特異性を考慮したトレーニ
ングシステムを開発する」ために、ヒト生体
を用いた実験とトレーニング動作を実現す
るための機器作製を行う。トレーニング動作
はスクワット、ペダリング、ジャンプなどの
下肢多関節運動であり、実際に多くのアスリ
ートがトレーニングとして用いている動作
である。初年度は主に肘関節屈曲伸展動作を
用いて実験を行い、トレーニング動作に伴う
筋の一過性応答のメカニズムを5段階にレベ
ル分けして、それぞれの視点から検討する。
同時に、下肢全体での複雑な動作を具現化で
きるような下肢用ハイブリッド型（慣性、剛
性、粘性の性質をすべて含む）機器を開発す

る。次年度は下肢多関節動作に伴う一過性応
答のメカニズムを解明する。得られた知見を
元に、トレーニング機器の改良も行う。最終
年度には、開発したマシーンを用いて長期ト
レーニング実験を行う。 
 
 
４．研究成果 
下肢多関節動作用トレーニング機器の開発
を行った。開発機器については「下肢トレー
ニング装置」の名称にて産業財産権の出願を
行った。具体的な成果は下記のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)スポーツパフォーマンスを向上させるた
めに、競技の特異性を考慮したトレーニング
を提供できるシステムの開発を目的とし、コ
ンピュータ制御された電磁ブレーキによっ
て運動中の負荷パターンを変化させること
で、同様の動作でありながら異なる力発揮を
促すトレーニングシステムの開発・改良を行
った。 
 
(2)ハードウェア面では、装置使用者からの
要望により、足部をより前方で接地できるよ
うに床反力計を設置する部品の大型化と使
用者が上半身を凭れかけ固定する際の固定
位置を調節できるようにシート部分の大型
化等の調整を適宜行った。 
 
(3)ソフトウェア面では下肢伸展動作時の運
動をセンサ(ゴニオメータ、フォースプレー
ト、ロータリエンコーダ)により計測し、ロ
ーパスフィルター処理を施した各運動情報
から逆動力学演算により力情報（関節トルク
や関節パワー）を推定する機能を設計した。
また、最適化演算により得られた関節トルク
から動作中の筋張力を推定する機能を追加
した。 
 
(4)本装置を用いて、動作中の電磁ブレーキ
からの負荷量を一定とした場合と、動作中に
負荷パターンを一定ではなく可変とした場
合の力発揮能力を調べた結果、運動途中で負
荷を増大させる可変負荷パターンにより、動
作中の各姿勢における関節トルクを変化さ
せることが可能となった。また、可変負荷パ



ターンによって変化した運動においても推
定した筋張力は主動筋としての筋活動が筋
電計によって計測した筋活動のパターンと
酷似した結果を得た。 
 
(5)負荷量の設定方法に関しては初期姿勢
（脚屈伸時）における最大の力発揮量を計測
することで拳上可能な最大値を推定し、初使
用であっても簡便に利用することが可能と
なった。 
 
(6)当研究での主な成果については、以下学
会等で発表を行った。 
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