
事務局は録画を開始してください

会員限定 年次総会2020-2021年度



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）

2021年2月20日（土）WEBセミナー第6回

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
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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 年次総会2020-2021年度



作花 浩聡 会⾧ 挨拶
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本日のスケジュール

【総会】
2021年度 FeRC体制
2020年度 トピックス

（他地域研究事例の紹介）
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（会員数会員構成・部会セミナー・露出・広報＆情報共有・SNS）
2020年度 リサーチ報告
2021年度 活動方針
【セミナー】
研究者講演 九州工業大学 堀尾 恵一 教授
企業セミナー 株式会社ブラテック 岩崎 正明 社⾧
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会 ⾧ :作花 浩聡（さくか ひろあき）

理事⾧ :磯貝 浩久（いそがい ひろひさ）

事務局⾧:鈴木 達朗（すずき たつろう）

特別顧問:中島 賢一（なかしま けんいち）FeA会⾧

西嶋 泰成（にしじま やすなり）弁護士

西嶋 俊成（にしじま としなり）税理士

アドバイザー:八角 剛史（はっかく つよし）元Ｊリーガー

山根 信二（やまね しんじ）東京国際工科専門職大学

役員
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会員限定 年次総会2020-2021年度

◆ゲーム中の刺激が認知症予防に？
公民館で高齢者向け「eスポーツ」講座 岡山市

岡山市の公民館で13日、高齢者向けの「eスポーツ」講座が開かれました。
高齢者たちが挑戦しているのは音楽ゲーム「太鼓の達人」。
岡山市中区の公民館で開かれた講座には約15人が参加し、
eスポーツの種類や競技人口などについて学びました。
ゲーム中の刺激が認知症予防につながるとして、
eスポーツは高齢者施設などでも取り入れられています。
eスポーツを通じて、他者と関わることも認知症予防に大きな効果をもたらします。
国立⾧寿医療研究センターなどの研究チームは「社会とのつながり」がある
高齢者はつながりが少ない高齢者に比べて、
認知症を発症するリスクが最大46パーセント低下するとしています。
（2020.11.13KSBスーパーJチャンネル）

2020年度 トピックス(他地域研究事例)



2020年度 トピックス(他地域研究事例)

会員限定 年次総会2020-2021年度

健康増進をめざした高齢者向けｅスポーツ実証事業をスタート！

本年7月17日に神戸市・ＮＴＴ西日本・株式会社PACkageの3者にて締結した
「withコロナ時代におけるｅスポーツによる地域課題解決に向けた連携協定」
の取組みの一環として、コミュニケーション活性化と健康増進をめざした
高齢者向けｅスポーツ実証事業をスタートします。
まずは市内のシニアサービス事業者を対象とし、ｅスポーツ体験を通じ、
日常のバイタルデータの蓄積を行うことで、
コミュニケーションの活性化や健康増進の可能性を検証します。
さらに、その効果を踏まえて、ゲームタイトルの追加や最適な検証環境を
検討するとともに、心身に与えるポジティブな影響に関する仮説の設定を行い、
将来的には高齢者のフレイル予防やデジタルデバイドの解消などにつなげることが
できるようなｅスポーツを活用した新しいコミュニケーションツールの
開発を行うことを目的に実証事業を行います。
（2020.12.3神戸市記者提供資料）



2020年度 トピックス(他地域研究事例)

会員限定 年次総会2020-2021年度

◆ｅスポーツが認知症リスク低減！？
秋田大やＣＮＡなど研究

秋田市のコンサルティング会社「ＡＬＬ―Ａ（オール・エー）」と、
都内のゲームアプリ開発会社「サイバード」。
ＣＮＡ(秋田ケーブルテレビ）とオール・エーが昨年５月に発案し、
専門知識のある秋田大とサイバードに協力を求めた。
１２月に共同研究の実施に関する契約を結んだ。

2021年2月1日



2020年度 トピックス(他地域研究事例)

会員限定 年次総会2020-2021年度

◆ｅスポーツ活用した町づくり
          熊本県美里町、熊日など６社と連携
熊本県美里町は６日、ｅスポーツを活用した認知症予防や、高齢者と若者の世代間交流などに取り組む
「ｅスポでいい里づくり」事業を始めた。
熊本日日新聞社、ゲーム機器販売や医療系ＩＴなど県内を中心に計６社が連携して運営。
同町が熊本ｅスポーツ協会（熊本市）と９月に結んだ連携協定に基づく初めての取り組み。

高齢者の生きがいづくりやデジタル人材の育成といった複合的な地域課題の解決に、
ｅスポーツを活用する事例は国内初という。

事業は半年間の予定で、町内２カ所の高齢者の集いの場にパズルや脳トレのゲームを導入。
小学校高学年向けに教育プログラミング授業を始める。
年度末には小学生と高齢者のｅスポーツ対抗戦なども企画している。
美里町の上田泰弘町⾧は「高齢者には生き生きとした日々、子どもたちには希望に満ちた
将来への足掛かりになる事業。住みやすく、選ばれる町づくりにつながる」と述べた。
（2020.10.7熊本日日新聞）



2020年度 トピックス(他地域研究事例)
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✓FeRCとの類似例

スポーツ科学とICTの融合により"eスポーツ科学"を推進する
産学官連携協定を締結

2021.01.15
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2020年度 事業報告・総括
会員限定 年次総会2020-2021年度

✓設立総会2020年2月15日
区分 数 備考

個人会員 29名 運営／正 含む

学生個人会員 1名
企業会員 6社 運営／正 含む

賛助会員 5社 企業／団体

メディア会員 1社
顧問 3名

アドバイザー 2名

✓会員数 ※2021年2月現在



■団体運営正会員（6社）大原学園eスポーツ部 / TECH.C福岡 / ニワカソフト㈱

㈱ブラテック / リーフラス㈱ / ㈱ジャムコン

■団体正会員（2社） ニデック㈱/ ㈱アルファオメガ

■団体賛助会員（5社）㈱D-STAR / フジアート㈱ / ㈱ビジョナップ

（一社）みるみるプロジェクト/ ㈱ＰＦＵ

■メディア会員（1社） Ｊ:COM（株式会社ジュピターテレコム）

■協力 福岡eスポーツ協会 / GMOペパボ㈱ / 豊前市

■個人会員（30名）

会員構成

会員限定 年次総会2020-2021年度

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■部会／セミナー

会員限定セミナー 2020.08～

（オンライン）6回 のべ参加者数110名以上

（リアル開催）1回 2020.12ニワカラボにて
参加者数 21名

（演者のべ数）研究者 10名 顧問 1名

企業 ７社 ゲスト １名

学校 １校

リサーチ部会 2020.03開催 出席18名

運営会議 6回 参加のべ44名

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■メディア露出

『FeRC設立』 西日本新聞／日刊工業新聞

『豊前市、eスポーツ研究事業協定結ぶ
認知症予防調査へ』

毎日新聞WEB版

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■メディア露出

豊前市 FeRC eスポーツいきがい研究事業に関する協定書 調印式
2020.09.28 豊前市役所にて

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■メディア露出 RKB毎日放送【発掘ゼミ】2020年7月25日（土）放送

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■メディア露出

FM福岡『Have Fan e-sports!』
会員から毎月出演中

出演会員人数 17名
出演回数 19回

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■広報＆情報共有

2020年2月 ホームページ開設
全参画企業バナー表示

『研究者の眼』 8本 4名紹介
『企業がe!』 7本 4社紹介
お知らせ 19本掲載

8月 会員専用ページ開設
『新着レポート』2編公開
『動画』 22本公開
『共有資料』『会員限定セミナー』
『掲示板』『新着情報』公開
『山根信二先生連載コラム』開始

2021年1月 会員slack運用開始
※会員同士のディスカッション可能に

2020年度 事業報告・総括



会員限定 年次総会2020-2021年度

■SNS広報
2020年2月 Facebook、Instagram、Twitter開設

（のべ数）ツイート数 550
フォロワー数603

（のべ数）投稿数   92   

フォロワー数155

2020年度 事業報告・総括
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FeRCリサーチ区分

プロジェクト
リサーチ

コラボレーション
リサーチ

ベーシック
リサーチ

会員限定 年次総会2020-2021年度



2020年度 リサーチ報告
会員限定 年次総会2020-2021年度

日本デジタルゲーム学会 第 10 回年次大会 予稿集 Digital Games Research Association JAPAN 
Proceedings of 10th Annual Conference 

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 
古門良亮、斉藤嘉子、伊藤僚洋、作花浩聡、 磯貝浩久

【概要】本研究は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
因を検討することを目的とした.実験参加者は男性 15 名(平均年齢 19.4 歳，
平均競技歴 2.47 年)であった.まず，認知要因の中でも複数対象追跡
(Multiple Object Tracking, 以下 MOT)スキルについて，トレーニング効果
を検討した結果，実験参加者の MOT スキルが有意に向上したことが明らか
になった.続 いて，実験参加者をゲームタイプ別に群分けして MOT スキル
および視機能を比較したところ，MOBA 群は MOT スキルと動体視力が高
く, FPS 群は瞬間視が高い傾向がみられた.そして，感情状態と MOT スキル
の相関関係を調べた結果，活気との間に正相関，混乱との間に負相関がそれ
ぞれ認められた.最後に，ゲームパフォーマンスと知覚・認知スキルの関係
について実験的に 検討した結果，MOT スキルの向上に伴いパフォーマンス
が上がる傾向がみられた.以上の結果から，e スポーツプレイヤーのパ
フ ォーマンス発揮にとって MOT スキルが重要である可能性が示された. 

『グランツーリスモ SPORT』と MOT スキルの関係 

ベーシックリサーチ



2020年度 リサーチ報告
会員限定 年次総会2020-2021年度

Journal of Human Sport & Exercise:Proceeding (Article accepted by the 
Scientific Committee,2020)

Comparison of EEG biofeedback and visual search strategies during 
e-sports play according to skill level.

Ryousuke FURUKADO, Goichi HAGIWARA, Tomohiro ITO, Hirohisa ISOGAI

競技レベルの違いによるeスポーツプレイ中の
視覚探索方略および感情状態の比較

古門良亮、萩原悟一、伊藤僚洋、磯貝浩久

【概要】本研究では、視覚情報が重要となるFPSゲームプレイ時の視覚探索活動と脳波
を測定し、ゲームスキルの違いによる特徴を検討することを目的とした。熟練者4名、
準熟練者5名のeスポーツプレイヤーが参加した。眼球運動の測定にはtGP3を利用し、
脳波データを用いて実験参加者の感情状態を測定するためKANSEIModuleLoggerを使用
した。その結果、eスポーツ熟練者は準熟練者と比較して、偵察ツールであるカメラを
確認する回数が有意に多かった。AOIanalysisを行った結果、eスポーツ熟練者は準熟練
者と比較してゲーム画面の上部に表示される味方チーム情報を注視する回数が多い特徴
が示された。さらに、eスポーツ熟練者は準熟練者に比べてゲームプレイ中の脳波の平
均リラックス値が有意に高いことが明らかとなった。このように、eスポーツプレイ中
の視覚探索方略や感情状態はゲームの熟練度に応じて異なっていた。

Fig. AOI Set up details, © Ubisoft Entertainment.

ベーシックリサーチ



2020年度 リサーチ報告
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Journal of Human Sport & Exercise:Proceeding 
(Article accepted by the Scientific Committee,2021)

Effects of Gaming Glasses on the Autonomic Nervous System
While Playing e-Sports

Yoshiko SAITO, Hirohisa ISOGAI, Dai TAKAHASHI
ゲーミンググラスがeスポーツ実施時の自律神経に及ぼす影響

斉藤嘉子、磯貝浩久、高橋大
【目的】本研究では、eスポーツ実施時にゲーミンググラスを着用することで、自律神

経にどのような影響を及ぼすか調べることを目的とした。
【方法】専門学校のeスポーツ専攻学生60名を対象に、2つのタイプのゲーミングラス
（グレーレンズ・ブルーレンズ各21名）と、デモレンズ（18名）の３種類を割当て、3
時間FPSゲームをプレーさせ、前後に心拍標準偏差、肉体的疲労度、トータルパワー、
交感神経活動、副交感神経活動、交感神経と副交感神経のバランスの6項目の自律神経
を測定し比較した。
【結果と考察】SDNNの結果からブルーレンズとグレーレンズはデモレンズと比較して、
ゲーム後に心拍の揺らぎが大きく健康な状態であり、ストレス抵抗力も強まり、集中が
高まっていたことが明らかになった。さらに、ブルーレンズは交感神経と副交感神経の
バランスがゲーム後に顕著に良くなり、両者が活発に働いている良い状態であることが
明らかになった。このことから、eスポーツプレー中にゲーミンググラスを着用するこ
との効果が示唆されたと言える。

プロジェクトリサーチ



ニデック プロジェクトリサーチ

会員限定 年次総会2020-2021年度

2020年度 リサーチ報告 プロジェクトリサーチ

https://youtu.be/S-i_RJ9PC-E

G-SQUAREって本当にいいの?
大学・研究機関の検証結果を大公開!!
G-SQUAREのレンズは疲労を感じにくいので、
よりゲームに集中しやすい結果が明らかに!!!!
FeRC会員 先行公開

https://www.youtube.com/watch?v=2boFcz7XUoQ&feature=youtu.be



2020年度 リサーチ報告
会員限定 年次総会2020-2021年度

2020年度 FeRC 豊前市研究事業 
「e スポーツ実施を通した 地域高齢者の認知症予防」

報告書 （43頁）作成

 福岡eスポーツリサーチコンソーシアム主幹
 代表研究者:夏目季代久
 共同研究者:西薗英嗣、溝上雅彦、斉藤嘉子、神崎保孝、磯貝浩久
 研究協力者:本山清喬、阪田俊輔 、堤喜彬、安部恵梨菜 
 協賛・後援:ニワカソフト、大塚製薬、豊前市

 【概要】 本研究ではeスポーツ実施が高齢者の認知機能、運動機能にどの
ような効果 があるか明らかにする事を目的に、1)高齢者の幸福感へ影響、
2)Trail Making Test への効果、3)1 バックタスクへの効果、4)身体的能力(筋
力と平衡能)へ の効果を検討した。その結果、eスポーツ実施により、幸福
感が高められる可能性、実行/遂行機能や注意機能の改善、およびワーキン
グメモリ、配分性注意、 認知的柔軟性の低下抑制の可能性、ワーキングメ
モリ処理改善の可能性が示唆され、また身体機能が部分的に改善された。

■豊前市後藤市⾧への報告会 2021年3月10日（水）予定

ベーシックリサーチ



2020年度 リサーチ報告
会員限定 年次総会2020-2021年度

✓豊前市 高齢者研究関連

豊前市 高齢者eスポーツ研究
2020年10月~11月

後藤市⾧eスポーツ対戦会                                                    
202012.14  ケアポートぶぜん（豊前市内）

ベーシックリサーチ



本日のスケジュール

【総会】
2021年度 FeRC体制
2020年度 トピックス

（他地域研究事例の紹介）
2020年度 事業報告・総括

（会員数会員構成・部会セミナー・露出・広報＆情報共有・SNS）
2020年度 リサーチ報告
2021年度 活動方針
【セミナー】
研究者講演 九州工業大学 堀尾 恵一 教授
企業セミナー 株式会社ブラテック 岩崎 正明 社⾧

会員限定 年次総会2020-2021年度



2021年度スローガン

“ｅスポーツを科学する”
－人々がｅスポーツを通じて 心身ともに健全・健康であるために－

“Science to the future”
ー 科学で未来を創る ー

会員限定 年次総会2020-2021年度



①．eスポーツプレイヤーの適正および能力開発、教育や健康問題に関する研究

②．eスポーツのエンターテイメント性向上および社会的認知向上に関する研究

③．全世代の脳活性化および健康増進スポーツとしての発信に関する研究

④．eスポーツの健全な普及促進につながる啓発活動・イベント企画・運営サポート

⑤．日本全国および世界各国のeスポーツに関する健康や教育の情報収集と発信

⑥．リサーチ内容の分析研究および情報発信

コンセプト
会員限定 年次総会2020-2021年度



１．豊前市ベーシックリサーチ第２弾 ★★★★★

２．ニデックプロジェクトリサーチ 第２弾 ★★★★★

３．オンラインセミナー（会員向け） ★★★★★ （一般向け） ★

４．本の出版 ★★★

５．九州産業大学大楠アリーナFeRCイベント ★★★

６．ワーキンググループ（分科会） ★★★

７．リーフラスプロジェクトリサーチ ★

８．鍼灸治療の効果プロジェクトリサーチ ★

９．アンケートプロジェクトリサーチ ★

10. 豊前市地域創生イベント ★

11．eスポーツ施設トレーニングアイデア募集 ★

12．FeRC会員拡大（医者・眼科医・現役リアルスポーツ＆eスポーツプロプレイヤー・柔道整復師・学校会員高校専門大学）

会員限定 年次総会2020-2021年度

2021年度 活動方針



2021年度 本の出版について
会員限定 年次総会2020-2021年度

eスポーツの科学 - eスポーツを攻略する7つの秘密 -（仮） -
版元 ベースボールマガジン社 構成 A5版 本文230頁（1頁900字）
FeRC監修 磯貝、西薗 編著
各部担当 2部古門、3部作花、4部森田、コラム鈴木、小田
―目次―
まえがき
1部 プロゲーマーが語るeスポーツの魅力

1-1)eスポーツとは（リアルスポーツやデジタルゲームとの違い）
1-2)対談（FPS/MOBA）

2部 eスポーツの上達を科学する
2-1)  eスポーツで強くなるために大事なポイント

2-1-1 ゲームジャンルと上達           
2-2-1 eスポーツのパフォーマンス発揮と関連する要因
2-2-1 eスポーツプレイ中のカラダ

2-2) eスポーツのトレーニング 
    2-2-1  プレーヤーの身体、脳の生理的状態、コンディショニングや認知機能
    2-2-2  プレーヤーの能力開発、適性体力とトレーニング
    2-2-3  プレーヤーの適性コンディショニング

2-2-4  eスポーツの運動スキルを高めるトレーニング
2-2-5  ゲーミングコーチはどんなことを指導する？
2-2-6  ゲーミングのための最適な環境

2-3)  eスポーツの心身に及ぼす効果
    2-5-1 eスポーツと視覚機能
    2-5-2 eスポーツと認知科学
    2-5-3  eスポーツと脳科学
コラム：1,2,3（各企業1頁） 

発刊 2021年9月予定
原稿依頼 2月下旬 締切 4月末

３部 ｅスポーツは教育的効果があるのか？
3-1) ｅスポーツの歴史（世界の動き）
3-2) 学校内でゲームをする時代
3-3) ｅスポーツ（ゲーム）への不安要素
3-4) 日本文化への定着はありえるのか？

コラム：4,5,6（各企業1頁） 
4部 eスポーツのひろがり

4-1) eスポーツを取り巻く環境
4-1-1：eスポーツの発展において重要な「コミュニティ」
4-1-2：実践的なコミュニティとは何か
4-1-3：コミュニティの作り方・育て方
4-1-4：eスポーツの「プレイヤ―ではない人」の参加

4-2) 地域創生へのeスポーツの貢献
4-2-1：日本全国各地で展開されているeスポーツ
4-2-2：地域社会のコミュニケーションに貢献するeスポーツ
4-2-3：eスポーツと企業との関係性
4-2-4：eスポーツという文化を作るために

4-3) eスポーツのゲーム開発の可能性
コラム：7,8,9（各企業1頁） 
あとがき



休憩

会員限定 年次総会2020-2021年度



本日のスケジュール

【総会】
2021年度 FeRC体制
2020年度 トピックス

 （他地域研究事例の紹介）
2020年度 事業報告・総括

 （会員数会員構成・部会セミナー・露出・広報＆情報共有・SNS）
2020年度 リサーチ報告
2021年度 活動方針
【セミナー】
研究者講演 九州工業大学 堀尾 恵一 教授
企業セミナー 株式会社ブラテック 岩崎 正明 社⾧

会員限定 年次総会2020-2021年度



STAGE６－１
研究者講演

「行動解析・行動モデリングの紹介と
eスポーツへの援用について」

九州工業大学 大学院生命体工学科人間知能システム工学専攻

講師：堀尾 恵一 教授

会員限定セミナー



STAGE６－２
企業セミナー

「メンタルアプリによる
メンタルコンディショニング」

株式会社ブラテック 代表取締役社⾧

講師：岩崎 正明 氏

会員限定セミナー



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）

2021年2月20日（土）WEBセミナー第6回
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



事務局はチャットデータを保存してください

会員限定セミナー

ご質問です最近安いスマートウォッチなどがありますがそれと連携・併用で入力で
さらに項目を減らす?などの将来開発性はありますでしょうか?
有難うございました


