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スポーツ脳科学

また訪れたくなるような実験室に

NTTコミュニケーション科学基礎
研究所で培ってきた人間科学と脳科学
研究，NTT物性科学基礎研究所の生
体研究から端を発して２0１4年に第一
弾がスポーツウェアとして商品化され
たhitoe®，そしてNTTの基盤である
ICT，この 3 つの強みを融合して，新
しい研究分野を切り拓くことを目的
に，スポーツ脳科学プロジェクトがス
タートしました（図 ₁ ）．研究探索段
階では野球のティーネットに向かって
ボールを投げたり，ゴルフのパッティ
ングでの筋電を測定したりと小規模な
実験でしたが，本格的な実験を行うの
であれば，もう少し広い空間が必要だ
ろうということで，NTT厚木研究開
発センタのSOR（放射光）施設（１）を
撤去して，ちょうど空き部屋となって
いた空間に実験室を構築することに
なったのが２0１₅年のことです．

この実験室はもともと加速リングが
設置されていた部屋で，広さは２0 ｍ
×30 m，そのうち２0 ｍ×２0 ｍは天井
の高さが１１ mあります．２0１₅年には，
元あった実験装置はすべて撤去され，
消火設備や空調だけが残っていまし
た．何はともあれ，まずは実験を進め

るために，ここに研究者らが自らコン
クリートの土留めと野球場の土を運ん
でマウンドをつくり（図 ₂（a）），早速，
共同研究者でもある元プロ野球選手に
来ていただいて測定をしました．元選
手は，研究者の思いのこもった手づく
りのマウンドに気を使いながらも「プ
ロが投げるにはちょっと狭いかな」と
率直な意見を述べられました．

もう少しマウンドを広げなければな
らないことが分かりましたが，これ以
上自分たちで土を運ぶのには限界があ
る（本物のマウンドには約１0 t の土が
使われている）ため，整備について企
画部に相談に行きました．「また訪れ

たくなるような実験室」はそのとき研
究所トップが示した方針です．研究者
が自分たちのデータを取るために実験
室を設計するのではなく，アスリート
が自ら進んで来てくれるような設備を
考えよとの指示でした．現役のアス
リートは自身の競技でたとえ １ ミリで
もパフォーマンスをあげることに命を
かけているといっても過言ではありま
せん．研究のために大切な時間を割い
ていただいて，練習を阻害するような
ことになっては，一度や二度は協力が
得られても，継続的な取り組みを進め
ることは難しいのはいうまでもありま
せん．研究で得られた知見でやがては
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図 1 　スポーツ脳科学プロジェクト立案時のコンセプト

アスリートを測るスポーツ脳科学実験棟

スポーツ脳科学プロジェクトはアスリートとの協働なしには成り立ちま
せん．NTT研究所では，研究による新たな知見の創出と選手のパフォーマ
ンス強化を両立し，研究者とアスリートそれぞれにメリットとなるプロ
ジェクトをめざした取り組みを行っています．本稿では研究設備の側面か
ら紹介します．
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競技にもメリットが生まれるというよ
うな，基礎研究的，長期的サイクルだ
けでなく，実際に実験に協力してくれ
ているアスリート本人にとってもメ
リットを感じられるプロジェクトにし
なければなりません．「また訪れたく
なるような実験室」は以降，実験室の
デザイン，研究計画を実施するうえで
の指針となっています．スポーツ脳科
学実験棟（SBL: Sports Brain Lab o-
ra tory）は２0１6年の 3 月に完成し，そ
の後も改良を重ねています．

スマートブルペン

本格的にブルペンを整備するにあた
り，もっとも重要視したのは投手と打
者が真剣勝負できるようにすることで
す．本プロジェクトで着目しているス
ポーツシーンの １ つとして，投手と打
者の駆け引き，すなわち，投手から投
げられたボールが打者に到達する0.₅
秒以下に行われる動きを司る潜在脳機
能の解明があります．もちろん，実際
の試合ですべてを計測できれば良いで
すが，球場では場所やルール上の制限
があり，測定できることはごく限られ
てしまいます．実験室で計測する場合
でも，ピッチャーは試合で投げている
のと同じように，打者は試合で打つの
と同じように測定に臨んでもらえるこ
とがベストです．

この実験室につくったブルペン（ス
マートブルペン）は，なるべく実戦に
近い状態での投打の対戦を実現し，さ
らに実験室ならではの多面的な計測が
できることが特長です（図 ２（b））．普
通にユニフォームを着て投球するだけ
で，前方，側方，上方からの多角的な

映像撮影に加え，高速カメラによるス
ロー映像や，レーダによる球速，投球
軌道，回転数などが計測されます（図

₃ ）．さらに，加速度センサのついた
スーツやhitoe®のシャツなどを着用す
れば，無線を通して測定信号をネット

（a）　手づくりマウンド （b）　スマートブルペン

（c）　基礎運動計測装置 （d）　実験室照明

図 2 　実験室外観

図 3 　多角的映像とパフォーマンスの表示
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裏で受信し，モーションキャプチャや
心拍数，筋電などの生体信号のリアル
タイム計測が可能です．

一方で，マウンドの左前方には，大
型ディスプレイがあります．このディ
スプレイには撮影した多方面からの映
像を，動作がひと段落したところで遅
延再生により映し出すことができま
す．また，そのときの球速や回転数な
どのパフォーマンスも表示できるよう
にしています．通常，実験中は結果に
影響があるため，映像やデータをアス
リートにフィードバックすることはあ
りませんが，実験の合間や終了後に，
選手の要望に応じて練習に役立ててい
ただいています．測定した映像やデー
タを，研究用のデータとしてだけでな
く，直接アスリート自身のトレーニン
グにも役立てていただけるように装置
の使い方を工夫しています．

スポーツ脳科学実験棟の測定設備

SBLではスマートブルペンのほか
に，ゴルフ，歩行など研究テーマに合
わせて測定器を配置し，限られたス
ペースの中でさまざまな計測に対応で
きるよう設計しました．これらの機器
の配置は，それぞれの担当者に必要な
測定項目を打ち合わせし，限られた実
験リソースを各研究テーマで有効に使
えるようにデザインしています．例え
ば，ゴルフはショットの距離をできる
だけ稼げるように，スマートブルペン
と対角に配置し，スイングの体重移動
が測定できるように ２ 枚の床反力計を
設置しています．天井が低くなったエ
リアは体育館フロアにし，VR（Virtual 
Reality）を活用した実験や（２）（図 ４ ），

ランニングマシンや上肢運動用ロボッ
トを用いた基礎運動計測など（図 ２

（c））を実施しています．
こうしてさまざまな実験に対応でき

るように測定器を配置した実験室です
が，設計段階で頭から抜け落ちていた
のが照明でした．元々，映像は研究の
補助的なツールとしての位置付けで，
実験室が水銀灯でそれなりに明るかっ
たため，実験室そのものを明るくする
必要性に気付かなかったことが原因で
す．照明の重要性を指摘してくれたの
は，実験室のデザインを相談した際に
紹介されたスポーツ放送照明の専門家
でした．「絶対に重要です．照明が基
礎です」という言葉に，はじめは半信
半疑でしたが，実際に実験を始めると，
もともとの部屋の照明だけではスポー
ツには照度が不足であることや，投打
の対戦実験ではフィールド内に個別照
明を立てることができないため，高速

カメラの映像でフリッカー（ちらつき）
が大きく，実験室照明の重要性をすぐ
に認識しました．実験照明は高速カメ
ラに対応したLEDで野球の内野のナ
イター照明と同等の明るさを確保して
います（図 ２（d））．研究データとして
の映像だけでなく，アスリートに
フィードバックする映像のクオリティ
を確保するためにも，実験室の照明は
非常に重要であることが分かりまし
た．「また訪れたくなる実験室」とい
うコンセプトもそうでしたが，研究者
やアスリートだけの考えではなく，さ
まざまな専門家からの意見を取り入れ
ることで，今後も実行性のある実験室
にしていかなければならないと考えて
います．

hitoe®によるスマートセンシング

スポーツ脳科学の基礎研究と並ん
で，本プロジェクトのもう １ つの柱が，

図 4 　VRを利用したバッティング実験
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スポーツシーンにおけるhitoe®を用い
たスマート計測技術の確立です．機能
性素材hitoe®は導電性で，これを下着
の内側につけて肌電極にすることで心
拍数や心電図，筋電などを測定するこ
とが可能になります．hitoe®の特長は
肌に密着して電位を計測するため，例
えば心電位の測定では腕で測定する脈
波よりも安定でシャープな信号を検出
できます．また，素材が親水性である
ことから汗を吸収し運動中でもノイズ
の少ない計測ができることもスポーツ
シーンで活用するうえでの大きな特長
です．一方で，スポーツ計測をするに
あたってもっとも大きな課題はトラン
スミッタやロガーなど測定デバイスの
配置です．例えばC3fit IN-pulse＊で
はトランスミッタは胸部に配置されて
い てBLE（Bluetooth Low Energy）
通信によりスマートフォンなどにデー
タを送信しています．このトランス
ミッタやスマートフォンが，競技に邪
魔にならないようにすることが必要で
す．これまでにもhitoe®により野球の
実戦シーンでの心拍数を計測し，投手
の緊張を可視化する実験などを実施し
てきました（２）．しかし，広い野球場で
フィールドの外に信号を送ることが難
しかったため，選手に小型のスマート
フォンを持ってもらうなどで対応しま
した．しかし，これでは計測が練習試
合に限られたり，たとえ今後公式戦で
の使用が認められたとしても，試合前
の選手やチームが集中した中で，ス

マートフォンの動作確認等で選手と余
計な接触をする必要があるなど，実戦
での測定には大きな問題となります．

SBLでは，シャツを着て入室すれ
ば，トランスミッタからIDが自動認
識され，アスリートが意識することな
く自動的に生体信号が計測されるシス
テムの構築を進めています．これは，
本誌２0１7年 7 月号特集で紹介したリ
ハビリ施設などでのモニタリングに活
用されるものと同様の無線技術をベー
スにしたものです（3）．今後，この実験
室でのノウハウを基礎に，実戦が行わ
れる球場などにおいても同様の計測が
できるようにシステムを構築していき
たいと考えています．

今後の展開

昔に比べれば，それぞれの測定器は
かなり小型化してスマートになってき
ていますが，測定には心理的な負担を
感じるアスリートもいると聞きます．
中学生アスリートを引率して来訪され
たコーチに，その日の測定で十分な
フィードバックができないことを詫び
ると，次のような答えが返ってきまし
た．「中学生のころからこういった測
定に慣れておくと，トップ選手になっ
ても抵抗なく測定できます．将来トッ
プで活躍する可能性のある選手に今か
らこういった経験をさせるだけでも重
要なのです」．研究や科学的アプロー
チへの期待と，長期的視野に立った育
成のビジョンが心に残りました．ス
ポーツ脳科学プロジェクトでは“勝つ
ための脳を鍛える”ことを目標として
いますが，これは研究者だけでは成し
得ません．多くのアスリートの皆さん

だけでなく，チーム関係者や指導者の
方との協働ができてこそ進められるプ
ロジェクトです．それぞれの方に，ま
た来たいと思っていただける環境とビ
ジョンを持って，基礎科学としてのス
ポーツ脳科学の知見の創出とスポーツ
での具体的な勝利への貢献をめざして
プロジェクトを進めていきます．
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アスリートが試合に挑むのと同じ気持ち
で，アスリートの一球に込められた魂を無駄
にしない研究を進めていきたいと思います．
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