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1950年（昭和25年） 大阪生まれ
この道に進んだ動機：1964 東京オリンピックをみたこと
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（帚木蓬生の小説） 映画 旅行 弓道 サッカー ウイニングイレブン



Wiener (1894-1964)「サイバネティクス」
第２版（1964）復刻版 (2011)

「学習する機械、増殖する機械（9章）」
「脳波と自己組織系（10章） 」 機械、生体、社会を通信と

制御の視点から統一して論じ、機械が学習することを示す

ゲームの理論（1944 von Neumann）
チェス 駒の損失 loss 動き安さ mobility 勢力範囲 command 駒の
展開 development

１階プログラミング 線形 ２階 過去のデータ

３階 確率論 非線形 学習は非線形予測方程式によってフィードバッ
クされる
マングースとコブラの闘い テニスの試合

e sports, real sports ？

ヒトと社会はコミュニケーションと制御の
視点から統一して論じられる

e スポーツの世界は、もはや人間の拡張

機能として新しい自己創出のシステムと
して動き出している



TODAI
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NIFS

VO2 max 推定

MFCV  Motor Unit 特性

生体信号処理 バイオメカニクス

水中歩行分析 免荷

SPINAL Rat

脊髄損傷者歩行

UCLA

歩行ロボット

NIRS

Motion Capture

パラアスリートKSU

eスポーツ

ぞんさんの
仕事マップ

人間拡張科学

高齢者歩行



ルートヴィヒ・グットマン 英国 ストーク・マンデビル病院 神経外科医（1899-1980）

対麻痺障害者のリハビリテーションの一環として、車椅子ポロに続いて車椅子バスケットボールを採用
1960年、留学しグットマンに学んだ中村裕が紹介、日本でこれを広めた



脳・神経系の可塑性と身体能力に関する研究（西薗 2018）
パラリンピックアスリートのシューティン解析から



NHKBS1 「超人たちのパラリンピック」マット・スタッツマン 11月25日（土）
（動作解析、筋・脳活動の解析、出演・監修）

両腕なきアーチャーの１ミリ秒の静止を実現した驚異の身体能力

14年間のトレーニングによって脳に再編能力が生じ、脳の運動野
の領域に変化が起き、運動能力が向上した







健常者とMattの f MRI 画像（東京大学 中澤公孝教授の許可を得て掲載）

脳の後方からみた運動野の冠状断面図 課題は右足指の屈曲動作（90秒）、脳の後部からみた図で左
側の運動野に脳血流量が多い。Mattは右足指の課題による左運動野の広範囲にわたる脳血流量の増加が
認められる。この脳の特異性の神経機序については今後の研究を待たなければならないが、長年のトレーニ
ンによって脳に再編能力が生まれ、神経系が本来有する再生能力をいかに引き出すかは重要な研究テーマで
ある。

健常者 Matt



Mattの右足

第2趾は第1趾と同様に太く、長い。

両指間に6~7 mm程度の隙間が認めら
れ、手の親指と人差し指のような、
対向して作用し、ボルトを回し、箸
も操作できる。

4趾も太い。



ミラーニューロン刺激するＶＲ提示

脳賦活の計測と提示、

立脚遊脚状態の提示

研究成果を統合した在宅リハビリ装置の応用展開イメージ

在宅の遠隔モニタ、状況把握と指導

簡易操作パネル
スライダ



産総研 人間拡張センター



Cybernetics for  e sports athletes



e スポーツを科学する
目標 e スポーツで心身ともに元気になるように



プロゲーマーの能力を評価する？

プロの能力 どこがすごい？

e スポーツのトレーニング？



eスポーツ能力（生理学的）？
入力系

情報処理系 反応時間
予測能力 空間認識
調整・再現能力

出力系 予測能力スタミナ（持久性）

正確性

運動感覚



e sports
Player

Team

知的能力
基本的知覚洞察力
モティベーション マナー
人格形成 対人スキル

コンディショニング
`

健康状態
生活習慣 睡眠・食事

基礎的操作・判断能力
トレーニング

座位姿勢の安定性

反応・
反射時間アップ
集中力のスタミナ
眼と手の
コオーディネイション

身体能力測定・評価
QCシート

メンタルトレーニング
集中力アップ

カウンセリング 依存

情報戦略
ゲーム特性分析

戦術研究
短期 中・長期計画

e sports 研究と トレーニングの可能性

環境の開発・改善
ハンドル キーボード スティック
の操作能力

プレーの特性
個人か団体か？
・

国 企業（ジェネラル・マネージャー）

スポーツビジネス
研究費のサポート



eスポーツのジャンルと代表的ゲーム？

１ J対戦格闘ゲーム 鉄拳７

２ リアルタイムストラテジー（RTS）スタークラフト２
３ マルチプレイヤーオンラインゲーム（MOBA）

リーグオブレジェンド
４ シューティングゲーム（FPS）

バトルロイヤルゲーム PUBG

６ Jスポーツゲーム ウイニングイレブン コナミ

７ カードゲーム
８ パズルゲーム パズドラ ふよぷよ コナミ
９ ドローン空中戦 ラジコン リアルスポーツ



Motivation

e Sports/Performanceジャンルへの最適化

ゲーム特性分析
情報戦略 研究
短 中 長期計画

Mental Training

集中力のスタミナ
生活習慣 食事・睡眠
健康状態

運動 Reaction Speed

予測洞察能力
目手 Coordination

知的能力
人格形成
マナー 対人スキルアスリート適性

e スポーツ アスリート

判断 操作能力アップ
協関・適応の生理学（Trainingの可塑性）



生体の総合能力 とは
Synthetic capability

行動系 エネルギー的能力 ①有酸素能力 ・・・・全身持久性

positive capability   Energetics ②無酸素 乳酸性能力・・・スピード持久性

③ 無酸素非乳酸性能力・・・筋力・瞬発力

サイバネティクス的能力 ①入力系 状況把握

Cybernetics ②出力系 正確・素早さ・持続性

feed-back 系 feed-forward 系

心理・精神的能力 集中/安定力・意欲・自信・作戦能力
（予測/判断力）・協調性（チームワーク）

Psychological mental skill

抵抗・防衛系 深層能力 negative capability

免疫系・適応能力・温度調節・サーカディアンリズム

（西薗 2013）



（大築 1988）
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eスポーツの競技レベルを左右する各要素



通商産業省 HP 2019



本日のまとめ 今後の方向

エビデンス研究テーマを絞る
e スポーツのポジティブな効果や各年齢層への貢献を広める
（エビデンスを産業界に認知してもらう）

e スポーツチームの協力から具体的な研究テーマを絞る

教育現場に e スポーツを導入
ゲームを通じて協調性、科学マインド、思いやりの育成
既存の教科から楽しさ追求の学習ゲーム e スポーツを展開
学校で e スポーツの部活動、同好会の指針作り
指導者を育成

精神・心理・身体ケアサービス
チーム、選手への精神・心理身体ケアサービスを提供する
健康セミナーなどの開催 カウンセリングの重要性


