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面においても非常に重要なファクタ
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生でもトレーニングの目的などを丁

ーム・社会人チーム・スクールなど

寧に説明し理解させることに変わり
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早稲田大学水泳部、川崎新田ボク
シングジムなどでストレングス＆コ
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長澤氏。基礎的な内容をわかりやすく伝え
る

ンディショニングのコーチを務めて
いるフィジックスの長澤誠浩氏。
これからトレーナーを目指す学生、
インターントレーナー、インストラ

現場から

ーニングなどを行って筋肥大させる

どと比べてこうしたレクチャーを受

ことでさらにアップさせていくこと

けられる貴重な機会ということもあ

ができる。そして、筋肥大させるこ

り、キャンパス内の一研究室での開

とはできるが、運動単位を増やすこ

催にもかかわらず30名近くの出席

とはできないと現在はされている。

者が集まり熱心に耳を傾けていた。

筋肥大の次は、使っていない運動単

とくに、「ダンス技術のバイオメ

位をまた活性化させることでまた筋

カニクスに関しては研究者そのもの

力を上げていく、と長澤氏。

が国内でもまだまだ少ないですし、

次にこの 2 つに加えて、（3）筋

そういった意味でも研究者や指導者

線 維 の タ イ プ 、（ 4 ） 筋 収 縮 様 式 、

はもちろん、少しでもこの分野に興

（5）筋の形状、（6）筋の大きさが

味を持って下さる人が参加しやすく

筋力を決定する要因になる、と受講

なればと思いました」と、コーディ

者に説明していく。

ネーター役の水村真由美准教授（お

クターなどのために長澤氏が開いて

まとめとして、ここまでの 6 つの

茶の水女子大・日本ダンス医科学研

いる各種のセミナーのうち、筋神経

うち、筋線維のタイプ、筋収縮様式、

究会）が無料でのオープン参加を告

についての講座が 1 月 9 日と23日

筋の形状については先天的なもので

知してくれたことで、学外からの参

あり、トレーナーとしては（1）
（2）

加者も数多く見受けられたのが印象

に北とぴあ（東京都北区）で開かれ
た。すでにトレーナーとして現場で

（6）の 3 つについてよく考えなが

活躍している人にとっては基本的な

らメニューを組んでほしい、とこの

事柄だが、絶対に外せない基本から

日の講座を締めくくった。

丁寧に解説していく。

的であった。
モーションキャプチャー実施時の
ポイント設定における様々な方法論

トレーナーを目指す人を対象とし

や動作解析における各セグメントの

この日は骨格筋を動かす運動単

ているだけあって、説明が非常に丁

重要性、ピルエット動作の各フェー

位＝Motor Unitの成り立ちを説明す

寧でわかりやすく、受講者は何度も

ズにおける床半力データの紹介など

るところから始まった。運動神経と

うなずきながら真剣な表情でメモを

はダンスに縁のある指導者や研究者

筋線維が軸索によってつながれてお

とっていた。

にとっては大変興味深いもので、ま

（張

賢人）

り、この筋線維の数が少ない部位の

た、「解析によって

なぜ（Why）

筋肉は器用な動きができるが出せる

●ダンス

を説明できるようになることこそが

力は強くない、逆に筋線維の数が多

ダンス技術のバイオメ
カニクス

もったメッセージには、通訳なしの

い部位は出せる力が強くなり、その
分器用な動きはあまり得意ではない、
ということを説明していく。

去る 1 月14日、東京大学駒場キ

大切」といったDr. Kwonの熱のこ
講義にもかかわらず多くの参加者が
頷いていた。

その後、心理的な要因と生理的な

ャンパスにて、ダンス動作のバイオ

スポーツかアートかというカテゴ

要因がパフォーマンスにどのように

メカニクスに関するワークショップ

ライズの問題もあってか、傷害予防

影響しているかといったことを、具

が開催された。同分野の研究で著名

やパフォーマンス向上における科学

体例を用いて説明したあとに、メイ

なTexas Woman's UniversityのDr.

的サポートの利用が敬遠されてしま

ンテーマとして筋力を決定する要因

Young-Hoo Kwonが韓国出張に合わ

うことすらあるダンスという分野だ

についての講義が始まった。

せて日本にも立ち寄ってくれたこと

が、こうした貴重な研究をきちんと

長澤氏がまず挙げたのは、（1）

で実現したこのワークショップは、

現場につなげていくこともまた、わ

筋の横断面積の大きさ（広さ）、
（2）

ダンス技術の中でもクラシックバレ

れわれ指導者の職務ということをや

運動単位を活性化させることであっ

エにおけるピルエット（フランス語

はり忘れてはならないだろう。

た。トレーニングを始めたばかりの

で「独楽」を意味する片脚支持での

ときには、普段使われていない運動

回転技術）の 3 次元動作解析方法に

単位が使われるようになって筋力が

フォーカスを当てた講義形式による

アップする。その次に10RMのトレ

もので、メジャーな競技スポーツな
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