
福岡eスポーツリサーチコンソーシアム
通称:FeRC（フェルク）

2020年8月19日（水）WEBセミナー第1回目

セミナー開始までしばらくおまちください。

FeRC2020年2月15日発足



ZOOMの利用について
事務局やセミナー登壇者説明中は
音声ミュート、ビデオオフにご協力ください

質疑応答の時間が取れない可能性がございます。
チャット機能を使い疑問点や質問を
投げかけておいてください
後日回答するように致します。

セミナー開始までしばらくおまちください。



会⾧挨拶

運営合同部会



事務局の変更について

運営合同部会

旧:株式会社ジャムコン

新:一般社団法人みるみるプロジェクト



FeRC体制

運営合同部会

会⾧ 作花 浩聡 大原学園
理事⾧ 磯貝 浩久 九州産業大学
事務局⾧ 鈴木 達朗 みるみるプロジェクト
特別顧問 中島 賢一 福岡eスポーツ協会会⾧
特別顧問 西嶋 泰成 弁護士
特別顧問 西嶋 俊成 税理士
アドバイザー 八角 剛史 元Ｊリーガー

企業会員 ６社 （＋２社）
個人会員 ２６人 （＋７名）
賛助会員 ２社 （＋１社）
メディア会員 １社 （＋１社）

－会員数について－
（カッコ内は設立総会後の増加数）



メディア露出について
①西日本新聞掲載 2020年2月16日FeRC設立
（ https://www.nishinippon.co.jp/item/n/584471/ ）

運営合同部会

②日刊工業新聞 2020年3月4日FeRC設立
（ https://newswitch.jp/p/21358 ）

③FM FUKUOKA Have Fun!! e-sports

2020年3月13日放送 作花会⾧
2020年3月20日放送 磯貝理事⾧
2020年3月27日放送 西薗教授

④RKB毎日放送 発掘ゼミ 2020年7月25日放送



今後について
①ホームページ上に会員ページ設置

運営合同部会

②FeRCへのリサーチ研究提案の流れについて

③FeRCへの相談について

④リサーチ部会、マネジメント部会への参加について（アンケート実施）

⑤毎月WEBセミナーを実施（リアルセミナー開催時について）

⑥SNSについて



2020.07策定

プロジェクト
リサーチ

コラボレーション
リサーチ

研究企画書受付
※フォーマット
会員専用ページの

お問い合わせフォーム
から送信ください

FeRC会員 事務局 リサーチ部会

リサーチ
カテゴリ仕分け
※コスト,期間,規模
優先順位etc

＝FeRC会員企業
からの受託研究

=外部企業等
からの受託研究

マネジメント部会

リサーチ部会事務局

マネジメント部会

例）外部企業へのアプローチ、
人的フォロー，予算機材調達etc

研究プラン
がある！ ベーシック

リサーチ

☆会員限定セミナーでの報告
☆ホームページでの一般公開
☆FeRCイベントでの講演

=FeRC研究者による
独自立案研究

リサーチ結果



会員専用ページ掲示板に掲載

2020.07策定

問い合わせ
フォーム

※会員専用ページ
にあります

お気軽にお寄せ下さい

FeRC会員 事務局

＝FeRC会員内で共有

事務局

〇〇に詳しい人は
いませんかor紹介して欲しい

※FeRC会員は、会員ネットワークを活用した相談・依頼・打診などをお寄せ頂く事が可能です。
ワンチームの精神で、相互協力関係を醸成していきましょう。
会員専用ページ掲示板を活用ください!

イベント時に
協力してくれる方を

募集したい

〇〇を視察
させて欲しい

会員〇〇さんの講演を
聞きたい

レクチャーを受けたい

会員宛メールマガジンで打診

会員限定セミナーで呼びかけ

会員内でのマッチング
例）〇〇に詳しい人を知っているので紹介できます
例）イベントに〇人協力可能です
例）視察を受け入れますよ
例）〇〇についてレクチャー可能です

FeRC会員ネットワーク



今後について
①ホームページ上に会員ページ設置

運営合同部会

②FeRCへのリサーチ研究提案の流れについて

③FeRCへの相談について

④リサーチ部会、マネジメント部会への参加について（アンケート実施）

⑤毎月WEBセミナーを実施（リアルセミナー開催時について）

⑥SNSについて



SNSについて 運営合同部会

（https://www.ferc.jp/）

@Fukuoka_eRC

（https://twitter.com/Fukuoka_eRC）

（https://www.facebook.com/福岡eスポーツリサーチコンソーシアム）

fuk_erc



福岡eスポーツリサーチコンソーシアム
通称:FeRC（フェルク）

2020年8月19日（水）WEBセミナー第1回目

セミナー開始までしばらくおまちください。

FeRC2020年2月15日発足

会員限定セミナー



ZOOMの利用について
事務局やセミナー登壇者説明中は
音声ミュート、ビデオオフにご協力ください

質疑応答の時間が取れない可能性がございます。
チャット機能を使い疑問点や質問を
投げかけておいてください
後日回答するように致します。

セミナー開始までしばらくおまちください。
会員限定セミナー



毎月WEBセミナー実施

会員限定セミナー



STAGE１－１
研究者講演
「臨床的に見る

eスポーツの機能と課題」
臨床心理士 神崎保孝 先生

かんざき やすたか

会員限定セミナー



休憩

会員限定セミナー



STAGE１－２

リサーチ部会報告
磯貝浩久 理事⾧
いそがい ひろひさ

会員限定セミナー



STAGE１－３

会員企業セミナー
株式会社ニデック 高橋 大 氏

たかはし だい

会員限定セミナー



①毎月WEBセミナーを実施（第２回目は９月中旬予定）

会員限定セミナー

②ホームページ上に会員ページ設置

③研究シーズ提出のお願い

リサーチ部会（eスポーツに絡めた研究立案・検討・実行）

マネジメント部会（リサーチ部会の支援）



シーズのタイトル
・研究者名および所属
・研究内容および概要
（何を目的に、何を明らかにしようと
してきたのか、現在の具体的なテーマ）

・研究シーズのアピールポイントを3つ程度
（従来技術や競合技術との違いなどの
独自性、何ができるのか、）

・主な測定方法や測定装置
（あれば書く）

・過去に取り組んだことのあるテーマ
（あれば書く）

応用可能性
（どんな分野で使えそうか）
研究キーワード
（5つくらい）

図表、イラストなど



eスポーツプレイヤーのパフォーマンスと
関連する認知要因の実験的検討

【研究者名および所属】
磯貝浩久教授 九州産業大学スポーツ科学部
【研究内容および概要】
eスポーツプレイヤーのパフォーマンスと関連する認知要因を明らかにする
ことを目的としている。複数対象追跡（MOT:移動する複数の対象の動き
を同時に眼で追跡する）スキル、スポーツビジョン（動体視力や瞬間視力
などスポーツに必要な視覚能力(8項目)）、さらに感情状態（緊張、怒り、
活気などの6つの感情）を測定。スポーツビジョンを高め、良い感情状態を
保ちながら複数対象追跡スキルを向上させることで、eスポーツのパフォー
マンスを高められることを明らかにした
【研究シーズのアピールポイント】
① eスポーツプレイヤーの認知面（特に眼の機能）を明らかにできる。
②対象追跡能力、動体視力、感情を複合的に測定することができる
③ リアルスポーツでも得られた知見をもとに研究ができる
【主な測定方法や保有する測定装置】
ニューロトラッカー（右図）、メンタルが可視化可能なメントレアプリ、
選手が持つ視覚能力（スポーツビジョン）の測定装置
【過去に取り組んだことのあるテーマ】
サッカーや野球といった実際のスポーツにおける認知要因の研究。

【応用可能性】
・eスポーツチームの状況モニタリングやトレーニング計画の策定
・ライブ観戦客（オンライン、オフライン）の視聴特性
・リモートワークでの働き方の改善（メンタル、認知、疲労など）
【研究キーワード】
スポーツ科学、メンタルコントロール、コンディショニング、ス
ポーツパフォーマンス
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福岡eスポーツリサーチコンソーシアム
通称:FeRC（フェルク）

2020年8月19日（水）WEBセミナー第1回目
本日のプログラムは以上で終了です。
ご参加ありがとうございました。

会員限定セミナー


