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　人間の運動は機械の運動などと違い，動作に巾がある．全く同じ動き

を完全に正確に再現することは難しい．人間の運動が本質的に曖昧さを

含んでいるためであり，この曖昧さは人間のような複雑なシステムを解析

する上で避けられない問題である．複雑なシステムを扱う場合，そのシス

テムがある一定レベルの複雑さを越えるともはや厳密で意義のある解析

が不可能になってしまうといわれている．その論拠は有名なL．A．　Z磁eh

の不適合性の原理53）である．人間ほど複雑なシステムはないといえる．

　運動パフォーマンスは非常に複雑なので，運動パフォーマンスを向上

させるために必要な要因には，体力的な要素，精神的な要素，技術的な要

素など様々な要因が関係している．これらの要因は複雑に絡み合い，また

人間が本来的に有する運動の曖昧性とも重なって，問題をより複雑なも

のとしている．従来このような複雑な問題を取り扱う方法としては，統

計的手法が多く用いられて来た．とくに，推測統計学が体育科学の中で

重要視されている．これは，体育科学における測定が，基本的に人間の

能力やある集団の何らかの特性を推定するために用いられているからで

ある・ここに非常に重要な仮定が一つ存在する．それは“母数（母平均，

母分散，母標準偏差など）が必ず真の値として一つ存在する，，というもの

である．これは例えば“日本人20歳の男性の平均身長・や，・・持久的なト

レーニングを10年続けた人の全身持久性”などのことである．従来は，

これらの値は必ず一つ存在し，それは不動のものであるという暗黙の仮

定があった．そしてそれらの標本はおおよそ正規分布し，標本から推定

することが可能であるということがひろく認められ，実際に推定されて

いる．しかし，現実に運動パフォーマンスを評価する問題においては母

数が必ず一つ，不動で存在するということが仮定できない場合が多く見

られる．人間に内在する曖昧性のために，正規性が崩れている場合や標

本の分散があまりに大きい場合などである．そのような場合何らかの変

換を行って従来通りの処理をするか，ノンパラメトリックな手法が用い

られてきている．しかし，どちらの場合も母数の真の値の存在の仮定は

依然なされており，その点に関しては，従来法となんら変わらない．

　これに対して，人間の運動パフオーマンスを評価する場合，監督やコー

チなどは非常に的確にパフオーマンスを評価することが可能である．こ

れは，人間の経験則に基づいた主観的判断が，非常に巧みに人間の運動

を評価できることを示している．しかし人間の経験則や主観は非常に曖
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昧であり，従来の方法では定量化することは難しい．しかしファジィ理

論はそれらを定量的に扱う方法を提供している．ファジィ理論の具体的

な内容は用語の定義に詳述するが，ファジィ理論は人間の主観や経験則，

可能性や言語の曖昧さを数学的に記述することができるので，本研究に

おける曖昧さの取り扱いは主にファジィ理論を適用し，曖昧な情報の定

量化を試みる．

　パフォーマンスを改善するためには，現状を評価し，改善点を指摘し，

指摘された改善点について改良し，また評価を行うというサイクルを繰

り返すことによって改善が行われる．このようなパフォーマンスを改善

する問題では，人間の主観的判断が最も優れていると言え，監督・コー

チなどの経験則が重要であることを意味している．しかし経験則は，個

人個入で固有のものであり，またその運動のエキスパートになればなる

ほど，改善点の指摘は非線形であり，全く関係のないとみられる点を指

摘することによって目的のパフオーマンスの改善を導くことが可能であ

る．例えば，サッカーのキックにおいて足首が伸びていなければ，足指

の撫指にカを入れるように指示をするなどである．これらの経験によっ

て蓄積された知識は膨大で，非常に有用であるが，ほとんど再利用され

ているとは言えない．これは経験則を表現する方法が確立されていない

ためであり，また，従来の方法では表現することは不可能だからである．

本研究では，このような監督・コーチなどの経験則をファジィ理論をも

ちいてコンピュータ上に再現し，再利用可能な形で蓄積する．これらの

蓄積された情報はパフォーマンスを改善するために必要であるばかりで

なく，指導者の支援を行うという意味でも非常に有用なものである．さ

らに本研究では，この蓄積された監督・コーチなどの経験則を広くコン

ピュrタネットワーク上に公開する方法も検討する．これまで個人個人

で閉塞していた，有効な情報を共有し，パフォー一マンス改善のための知

識データベースとしての利用も検討する．
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第2章研究小史

第1節運動パフォーマンスの評価の現状

　1．バッテリーテスト（組テスト）一総合体力指標

　体力を構成する要素は非常に多く，猪飼11）によると，図1の様に分類

される．しかし体力そのものは全構成要素が総合されて身体に備わり，新

たに獲得されるものである．これらを測定するために，筋力や持久力さ

らには神経系の能力指標となるような体力の構成要素の測定値を組み合

わせて体力を総合的に評価する試みは多く行われている。しかしそれら

の紐み合わせに関して議論が多く，特にどの方法が標準的であるとか多

用されているとかという状況には至っていない．

　2．　スキルテスト

　スキルの定義として代表的なものは，KnaPPエ41のものである．“スキ

ルは最高の正確さで，またしばしば，最小の時間とエネルギーあるいは

これら両者で，あらかじめ決められた結果が生じるような学習された能

力である・．この定義の強調点は，スキルの成果は学習によって生じ，新

しい運動パターンの組織化は学習の結果であるということと，スキルは

目的をもった行為の遂行において筋肉の協応を含む随意的な運動である

ということである．このようなスキルを評価するために様々なスキルテ

ストが考案されているエ6）、スキルテストは主に以下の3種類の目的でも

ちいられてきている．

（1）各種目にわたる運動技能を組み合わせて，一般的な運動技能の現状

　　を調べる

（2）特定のスポーツの適性を調べる

（3）特定のスポーツの技能の現状を調べる

本研究で取りあげるものは，（3）に属するテストである，特定のスポーツ

技能の現状を調べる場合，それぞれの運動種目の全体の技能を構成して

いる単純な下位技能を，いくつか選択する．そしてその下位技能を時間，

距離，回数等によって測定しようとするスキルテストが多い．しかし実
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防衛体力　　　　．　　　　精神的ストレスに対する抵抗力

図1体力の構成要素
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際には，個人技能を測定するテストを組み合わせただけで各種の要因が

総合されている全体の技能の程度を示すことは少ない．

第2節運動パフォーマンスの評価に関する研究

　運動パフォーマンスは，‘‘運動の動作や成果，成就’と定義されてい

る11）．このような運動パフォーマンスを測定するために，運動パフオ㌣

マンステストが広く行われている．これは一定の運動を行いその結果を

計測し，その背景的能力を推測しようとするものである1η．ここで測定

されるものは上述の定義のうち“成果”と定義されているものである．ま

た動作に関しては，一般的にスキルテストを用いて評価されている1）．ス

キルテストは，それぞれのスポーツの基本的，要素的スキルを主として，

経験者の判断によって選び出し，それをテストの形に直して組み合わせ，

数種類のサブテストの総合得点によってその人の技能を総合評価すると

いうものである鋤．松浦1ηは，測定の目的として，以下のようなものを

上げている．

（1）個々人の体力発達の適切なプログラムを立てるための基礎資料とし

　て個々人の体力の現状を知る

（2）体育学習の範囲や内容を決定するための基礎資料として個々人の運

　動能力，技能を知る．

（3）体育学習指導の有効な展開の一方法としてグルーピングの資料とし

　て個々人の運動能力，技能を知る．

（4）体育活動における個々人の長所，短所，限界を知る．

（5）体育学習における成就の程度を評価するための資料として運動能力，

　技術能力，及び各種スポーツ技能の程度を知る．

（6）有効な運動学習の動機づけとして，個々人の体力，運動能力，技能

　　を知らせる．

（7）学習指導法の有効性の評価のための資料として，個々人における学

　習効果を知る、

（8）新しい測定法（テスト）の工夫のための基礎資料を得るために，テ

　ストを評価する。
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このように，測定によって得られた結果は常に何らかの価値基準に照ら

して評価が行われなければならないものである．このような評価は，評

価者の主観が入ることを避けるように多くの工夫がなされてきている・

　　第3節運動パフォーマンスの改善に関する研究

　　運動パフォーマンスの改善は、・・良いパフォーマンス”を学習すること

　にほかならない．学習（1ear加9）とは，個体が経験を通じて習得的行動

　を身につけること，生後そのおかれた環境に応じて個体の行動が変容す

　ること鋤である．この学習に最も重要な概念は，フィードバックである・

　フィードバックとは・・与えられたパターンに動きを合わせようとする時，

　このパターンと実際の動きとの差は，その差自身を小さくさせるために

　新しい入力として用いられる，・というもので，19娼年にWiener42）によっ

　て定義された．人間は運動を改善する場合，目標とする運動からの偏差

　を最も少なくするように自分の運動を変化させる．

中　　R◎bb23）は，ブイー下バックを情報の時間関係に基づいて，同時的ブ

　イードバック（co且current　fbedba£k）と最終的フィードバック（terminal

　feedback）に分け，さらに，内的フィードバック（illtemal　feedback）と外

　的フィードバック（externa1艶edback）とに分類している．伺時的フィー

　ドバックというのは，パフオーマンスと同時に与えられる情報に基づい

　たフィードバックであり，最終的フィードバックとは完了した反応の結

　果として生じる情報によるフィードバックである．また内的フィードバッ

　クとは，自己受容器からの様々な情報（筋感覚，圧感覚等）を受け取る

　ブイードバックである．外的フィードバックとは，外部刺激（光・音・圧

　等）によって刺激されたそれぞれの感覚器から受け取るフィードバック

　である．

　　　フィードバックという用語は，結果についての知識（knowledge　of　re－

　sults：KR），強化（rei窺forcement），　i報酬（reward），動機づけ（mot量vation

　），などと同義として扱われている．古典的な見地において，全ての形

　のKRが賞あるいは罰と見なされ得るし，報酬をもたらす結果がそれに

　先立つ行動を保持する機能がある．これは1くRの動機的側面を強調する

　強化理論であり，動物実験にしっかりと基礎をおいている．一般に，内在

　的（lntri捻sic）KRは普通に存在している．例えば，骨格筋組織の運動は

　常に2群の筋運動，即ち，屈曲と伸展からなる．このような運動が滑ら
　かで効率的に遂行されるためには相反神経支配（recipr。cal　i且nerva七lon）
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の系が必要であり，これが筋問のフィードバック・ループを含んでいる・

このフィー・ドバックは，反射弓を含んだ基本的なレベルにおいて機能し

ており，運動の自動制御には不可欠な機能である．これに対して，人工

的（ar甑cia1）KRによるより高いレベルでのフィードバックでは，中枢

神経系が関与し，外受容器からのフィードバック情報により，課魎との

差を少なくするように作用する．このような付加的フィードバック・ル｝

プは付加的KRまたは付加的フィードバック毯ugmented　feedba心k）と

呼ばれる．

　S三nger鋤は付加的フィードバックを有効に利用するには，次の点に関

して考慮されなけれはならないとしている

（1）課題に本来的に備わっているフィードバックの価値

（2）学習者の技能レベル（ブイードバックを使うための必要性と能力）

　（3）情報の冗長性と個入の情報処理能力

基本的な知覚一運動技能におけるフィLドバックの重要性は，正常な外

受容器のフィードバックがゆがめられたり，あるいは遅らされたりする

ことにより知ることができる．Stratton29・30）は網膜像を逆転させるレン

ズ付きの眼鏡を使用し，フィードバック変換規則のこの簡単な変化が，動

きまわるという日常的な動作を著しく妨げることを報告した．このヒと

は身体に備わっている本来的なサーボ機構が，フィードバックに依存し

ていて，我々が自分の行った結果とは無関係に運動出力を生じているの

ではないことを示している．
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第3章検討すべき問題および用語

の定義

第1節検討すべき問題

　1．ファジィ理論を用いた主観的な運動評価の定量化

　人間の運動を評価する場合，熟練指導者は蓄積された知識に基づいて，

容易に評価することが可能である．しかし，その経験は評価する熟練指

導者固有のものであり，蓄積された知識は非常に主観的で，定量化する

ことは困難である，しかし，このような主観的な評価基準が定量化され

るならば，個々人に固有な主観的評価基準を蓄積することが可能となる・

この蓄積された知識は，運動パフォーマンスを改善する場合の改善点と

して非常に重要である、（研究課題14，研究課題1－2）

　2．曖昧性を考慮した総合評価システム

　人間の運動は非常に多くのパラメータからなっている．そのような運

動を改善する場合，全ての点について細かい指摘を行うことは，運動を

遂行する人間に混乱を招くことが考えられる．このような状況を避ける

ために，多変量の合成ということが考えられる．しかし，現在行われて

いるものは，入間の運動の曖昧性を考慮せず，全て確率モデルで行われ

ている．そこで，曖昧な情報の多変量の合成方法が検討されるべきであ

る．（研究課題2－1，研究課題2－2）

　3．曖昧性を考慮した運動パフォーマンス改善システム

　総合的な運動パフォーマンスを改善するためのシステムを提案する．

これは人間の曖昧性に着目し，運動の評価，言語的指導，改善点の言語的

表現，総合評価からなる．研究課題3－1において最も重要なことは、どの

ような点をどれくらい改善すべきであるかを明確にすることである．本

研究課題で用いる手法は，熟練指導者の知識の記述にはファジィ推論を，

可能性の同定には可能性線形回帰を，総合評価にはファジィ主成分分析

をそれぞれもちい，人間の曖昧さを包含した運動パフオーマンス改善シ
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ステムを構築する．そして非線形でより現実に即したシステムの構築を

目指す．（研究課題3－1）

　さらに，この蓄積された監督・コーチなどの経験則を広くコンピュー

タネットワーク上に公開する方法も検討する．これまで個人個人で閉塞

していた，有効な情報を共有し・パフォーマンス改善のための知識7一

タベースとしての利用を図る．（研究課題3－2）

　4．曖昧性を考慮した運動評価の社会的側面

　i）知的障害者の体力特性

　曖昧な評価の社会的有用性を示すために．知的障害者の運動の曖昧性

を定量化することを試みた．知的障害者特性を考慮した場合，曖昧さを

含んだ体力の分析・評価は，より彼らの実態を示しうるものと考えられ

る．しかし，曖昧さを含んだ体力の分析・評価は試みられていない．そ

こで知的障害者の特性と入間に内在する曖昧さを考慮し，ファジィ理論

を用いた体力分析・評価の方法を提案し，その有用性を検討した．（研究

課題4－1）

　ii）知的障害者の運動パフォーマンスの向上の可能性

　知的障害者の運動パフォーマンスを改善する上で，その向上の可能性

を示すことは到達可能な目標を設定するという意味でも意義のあること

である．しかし現在まで，運動の曖昧性を用いて向上の可能性に関して

検討した研究は見られない．そこで知的障害者の運動パフォーマンスの

向上の可能性を定量化することが必要である．（研究課題4－2）

第2節用語の説明および定義

　1．ファジィ理論

　ファジィ理論とは，ファジィ集合論，ファジィ論理，ファジィ測度論

などの総称である．ファジィ集合論は従来の集合論の拡張，ファジィ論理

は従来の論理（2値論理）の拡張，ファジィ測度は従来の確率測度の拡張

となっている．ファジィ理論で扱う曖昧さ（f麗加｝e＄s＞とは，いろいろな

曖昧さ（不確かさ）の様相の中で，特に人間の言葉や思考に関連する曖昧

さであり，確率論で扱う曖昧さとはその様相が異なる．サイコロをふった
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時に3に目が出るかどうかという暖昧さは，確率的な意味での曖昧さで

ある．確率的な意味での曖昧さは，試行を何回も重ねることによって厳

密な判断基準を下すことができる．例えばサイコロを無限回近く振れば・

3の出る目の確率は6分の1であることがわかる．これに対して，「キッ

クがうまい」，や「若い」などの言葉の判断基準は十人十色であり・どん

なに実験や試行を繰り返しても厳密な基準を打ち出すことは不可能であ

る，「キックがうまい」や「若い」という言葉は極めて主観的であり流動

的である．このような曖昧さを数理的に扱うことができる理論がファジ

ィ理論である．

　2．ファジィ集合論

　ファジィ集合（fuzzy　set）は，「背の高い人の集まり」やr中年の男性の

集まり」などのような従来の集合論では表現できないような曖昧な概念

を扱うことができる。これらの表現では「高い」や「中年」が曖昧な表

現に当たる．これに対して，「身長175cm以上の人の集まり」や「35才以

上45才未満の男性の集まり」などは厳密に定義できる．このような厳密

に表現できる集合をファジィ理論では‘‘クリスプ集合（crisp　set）”と呼ん

で前述のファジィ集合と区別している・

　i）クリスプ集合と定義関数

　このようなクリスプ集合は図2のような定義関数（特性関数）（characteτistic

fu益ctioので特性づけられている・定義関数の値は，全体集合Xの中の部

分集合Aにある要素xが属していれば1，そうでなければ0を示す．図

2に示すように，クリスプ集合では，身長163cmの人と，身長166c：m人

は，たった3cmしか違わないのに異なった集合にそれぞれ含まれること

になる．
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定義騎数　一　　　．　b’

全俸薬合X上のクリスプ桑合をAとすると。その定義凹致

XAiま・

著A：x縛｛〇一，

なる写爆を使うことによウての次のよう藍こ気…義さ】睡．て》、る

x＾ω・｛1：激　・　，　・

　　　to

∫　1∴ゴ　　　’165　　圃　1路　　身長｛¢賊｝

　　　　，一，，・1㌘スヲ『合　　　一，　’・

　　　　　⑳クリスプ集合の議麟’，

1

妊い 中資 　凋い

P　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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ファジィi業・合とメンバーシップ闘数

なるメンバーシップ関数（眠mb酪！ゆ血鵬雌oの

μAによって特性づけられたi集合であゐ．

ここで・ファジィi集合AのμA（Σ）の構を翼ξX

におけるメンバーシップ値（聯bc醐p
valuc）、ま尭はグレード（菖職do）とよぶ．メン

パーシップ値はi湊嚢翼がフ7ジィ集合Aに属す
る度合いを馨…している

1．o

o
165　　　　　　　　　望75　　　　身長｛奪恥｝

　　フ7ジィ集合

図3ファジィ集合とメンバーシップ関数

ii）ファジィ集合とメンバーシップ関数

　クリスプ集合が定義関数で特性づけられているのに対して，ファジィ

集合はメンバーシップ関i数で特性づけられている（図3＞．

　ファジィ集合はクリスプ集合の拡張と考えることができる．クリスプ

集合での定義関数では集合に属していれば1を，属していなければ0を

取るというように，2つの値しか取れなかったが，メンバ』シップ関数で

は0からLOの任意の実数値を取ることができる．μ（のが1に近付けば

近付くほど，要素xはファジィ集合Aに属する度合いが高くなる．図3
に示す様に，ファジィ集合では身長163cmの人は，0。3で“中背’魯に，0．7

で“低い”』に属し，また身長166cmの人は，“高レ）”に0．5で，“中背”に

0．5でそれぞれ属していることになる．また，ファジィ理論で用いられて
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μA　　　　Ai
LO

ai

図4三角型メンバーシップ関数

いるメンバーシップ関数は多くのものが考案されている34）．それらの中

で本研究では文献48）の三角型（図4＞およびπ型（図5）のメンバーシップ

関数を用いる．このメンバーシップ関数は図5の4つのパラメータによっ

て特徴づけられている．これらのパラメータのうち，as，臨は最大満足

（適合度40）区間を表し，bsとbzはメンバーシップのグレードが1．Gか

らα5に低下する区間の長さを表す，また三角型は，π型のasとazが等

しい場合のものでさらに左右が対称なメンバーシップ関数であり中心と

幅の2つのパラメータで記述できる33）．

3．ファジィ集合の基本演算㌧

●ファジィ集合の和は

プ　　　　　　　　　　　　　　μ五UB塁＝μ4（X）Vμ8（X）

であり，max演算と呼ばれている．

■ファジィi集合の積は

μ、4nB＝μ孟（x）〈μ∠3（x＞

であり，m三n演算と呼ばれている．

23



（grad旬　　　　　　　　　　　　　　　　　bz，

tO

O．5

　　　　　　　　　　45　50　55　60　6570　75　80

　　　　　　　　　図5π型メンバーシップ関数

　●ファジィ集合の補は

　　　　　　　　　　　　　μX＝1一μAα）

これらの演鰍ファジィ数の講やファジィ推論に用いられる・

　4．拡張原理

　拡張原翠の考え方を図6に示した・＄と響との間に

　　　　　　　　　　　　　〃＝3¢十2

とい欄係があると趣＝4に対する写の齢

　　　　　　　　　　　霧瓢3×4十2零14

で計算できる。

ここで，濫謂約4というファジィ集合に対する忽の値は，図0に示される

ように，計算される．

　　　　　　　・雪・嵩3×約4十2鶴約12十2＝糸勺14　‘

いま，集合Xから集合Yへの次のような写像を考える．

　　　　　　　　　　　　ノ：・x－→y

　　　　　　　　　　　　　　24



図6拡張原理の考え方

このとき，Xの部分集合Aに対して

　　　　　　　　　∫（み）＝｛幽＝ノ（¢），¢∈A｝

をAのfによる像（image）という．ノ（み）はyの部分集合になっている・

またYの部分集合に対して．

　　　　　　　　ノー1（β）＝｛餌げ（躍）＝・払写∈」B｝・

をBのfによる逆像（inverse　i血age）という．このとき，図7に示す方法

で，μ（ののメンバーシップ値が与えられる．

　5．ファジィ推論と簡略化ファジィ推論

　i）フアジイ推論

　ファジィ推論では，「気温が高い」といった命題知識の意味がファジィ

集合で定義されている．そのためαOから1．0の間の値を取るメンバー

シップ値に基づき，各ルールの適合度を求めることができ，この各ル酬ル

の適合度を総合し，妥当な推論結果を得ることができる・すなわち，ファ

ジィ推論では入力がルールの前件部の命題に完全に一致しなくても・そ

の一致度に依存して後件部の命題がファジィ集合として得られる48）・

ルール灘ガ躍1飴A1απd範お1421抗eη写惚B1

ルール2：げ鑑113蓋、2απd餌2‘5み22オノLεπψ5β2
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拡彊原理（蝋cns蓋◎6幽dP董o）

写像f：X－Yを拡張して，Xl：おけるファジィ集合AをY
におけるフγジイ集合3に，次のように対応づける．

圃＝
P野｝姻1：膨

特に，∫が1対1の場合には，次にように簡単に記述できる．

μf｛A》（y）監μA（x）

図7拡張原理

などのルールに対して，推論入力，

　　　　　　　　　　　＄1¢5五1απd32‘3！ち

を与えることにより，推論結果，

　　　　　　　　　　　　　　ψεB’

を得ることができる．この推論では㌧

前提1　「もし，トマトが赤ければ，トマトは熟している、」

前提2ギこのトマトは少し赤い。」

から，

結論　「このトマトはちょっと熟している．」

を得ることができる．これらの推論の実行例を図8に示す．ここでは，推

論入力として苅‘ε鴻が入力された場合を示している・前件部の条件と

しては亀i3．Aがもともとあり，少し異なった五’が入力された場合，通

常1nax演算で前件部と入力の一致度が計算される．その一致度に従って

後件部（結論）μ3．Aの修飾が行われ，　B’として出力される．

　このような推論の実行にあたっては，
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to
μ（y｝

　　t　　　　　　X　　　　　　　　　　↓　　　　　Y

推論入力齢SA’ @　　　　　　　　　　　　　結譲ylsα

図8ファジィ推論の実行例

（1）If部の各命題の統合演算方法

’（2）If部の評価値と七he准部の命題との演算方法

（3）各ルール結論の統合演算方法

などで，演算方法の選択が可能である．

　ii）簡略化推論法

　ファジィ推論の高速化と簡略化を主眼とした推論法である。比較的計

算が簡単なこの簡略化推論法を用いる，制御規則の後件部がファジィ集

合ではなく，定数で与えられるものである．すなわち，

規則1ガ職琶飢4三1醗d・鋤‘5．〆玩論磯㌢露瓦

規則2ヴ岱戸乱412α掘範お、422痂eηシお玩

規則廊ノ卸8．41総απぬ2ゼ5あ。伽π露瓦

という規則があった場合，このβ確＝1～のが実数値であるものであ

る．この時の推論結果は，

　　　　　　　　　　1鞍・コμA‘1（∬1）×μA‘2（訟2）

　　　　　　　　　　　　　　Σ』陥・き‘
　　　　　　　　　　　　響＝　Σ潅1泌
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として，得られる．簡略化推論法は重心計算をする必要がないので，演

算速魔が格段に早くなるという利点がある．また，ファジィ推論を制蜘

に適応する場合，最終的にはファジィ集合ではなく単一の値（シングルト

ンという）が必要となる．このような場合は訟i職ηax合成法48）などの方

法を用いてファジィ集合をシングルトンに変換する．このような過程を
‘‘fファジファイ37），’と呼ぶ．

6．可能性線形システム

　可能性線形システムとは，係数がメンバーシップ関数である線形シス

テムをいい，次のように表される33）．

y＝ノ1三＄1十…率み論錦

ここで，xは通常の数値であり，　Aは三角型メンバーシップ関数である．

この三角型メンバーシップ関数．4‘は左右対称なものとし，図4のようで

あり，、A‘（磯，｛ので表す．このとき，α…は中心を，裾ま中心からの幅を表す

33）．この可能性線形システムで出力Yを計算する。係数の可能性分布が

、4‘で与えられたので，Yの可能性分布μγ（のは拡張原理剣から，

　　　　　　　μγ（写〉＝認ρμ滋（ε誘）〈…Aμ瀦。（趨驚）

　　　　　　　　　　　ai距融x

で表される．ただし，歌＝（a1，一㍉α。）であり，　x誕（恥…，鞠）εである．

三角型メンバーシップ関数・4ぐ＝（αξ，o∂を求める問題はゴ以下の線形計

画問題に帰着できる．

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　轡Σc囲一」（c）

　　　　　　　　　　　　　ン雛1
　　　　　　8吻鰯オ・防≦田【」＋clX」1（ゴ：：：1ド参・，7ηし）

　　　　　　　　　　　防≧賜一cl刈c≧0
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　7．フアジイ主成分分析

　データが曖昧な場合の主成分分析である．ここで用いられるデータは，

通常のデータと曖昧なデータの混在が可能であり，結果として得られる

総合評価は，デγタのもっている曖昧性を考慮した，幅をもったものと

して表される．いま，上限（劣f），中心値（＄，），下限（切の3つのパラメー

タで表現出来るファジィデータ，器がπ個のデータをもっているP変数

を表している．この時このようなサンプルを以下のように表す．

各＝

．x　　X　　　　x
～U　　～12　噸゜°　～1戸

x　　x　　　　x
～2i　～箆　　ρ’雪　～2P

x　　x　　　　x
～識1　　～霧2　’璽’　～需P

また，データの平均器は，

　　　　　　　　　　箸一主がサ

　　　　　　　　　　　　　箆ゴ溜1

そして，ファジィ分散共分散行列は，

　　　　　　　Zfゴ＝王重£（xx～短一～‘）（器ザ鶏）

　　　　　　　　　　挽　た　，

　　　　　　　　　　　（ε，ゴ＝：1，2，…　　薯P）

であらわす．ここで，このような固有値問題は以下のような線形計画問

題として解くことができる44）．

伽岱∫1＝λ

ηz加」亀＝：λ一ム

subject　to

　　　　　z11⊆知量

　　　　　zli⊇ム1…

　　　　　λ＜λくλ

鰯＝｛1：甥（らゴ紫1ド…P）
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ここで，λは固有値の中心値であり，X，ムはそれぞれ固有値の上限と下

限を表す，またZはλの固有ベクトルであり，∫は目的関数である．ファ

ジィ主成分分析ではノは，

　　　　　　　　　　　　　糀⑳∫ドλ

　　　　　　　　　　　　犠伽」ら＝λ一ム

などが採用され解を求めている．

　　8．エキスパートシステム

　　エキスバートシステムとは人工知能研究の具体化の一つの方法であり，

　解析，診断，監視，管理，予測，指示，教育などに適用されている37）．エ

　キスパートシステムでは，次の項目が大きな課題として認識されている．

　知識の表現方法

　知識をいかに記述するか．

　知識の利用方法（推論機構）

”知識をいかに組み合わせて利用し，目的を達成する様にするか．

　知識の獲得・管理方法

　システムを成長させる時に，知識の自動的，あるいは半自動的な取り込

　みをいかに可能にするか．また知識ベースにおいて，矛盾などを排除し

　て，いかに一貫性を保って管理するか。

　ユーザインタフヱイス
　利用，あるいは獲得・管理の局面で，効率的かつ人間的な親しみやすい

　ユーザインタフェイスをどう実現するか．

　9．デルファイ法

　デルファイ法は軍事関係の調査・研究で有名なアメリカのランド研究

所で開発された技法である．専門家の頭に蓄えられた過去のデータを上

手に引き出し，それらをうまく統合するための方法瑚である。

i）一般的なデルファイ法

（1）まず専門家を何人か集める（10人から20人ぐらいが適当とされる）・

（2）ある事象について各人の意見をアンケートなどで集計する（1回目

　　の集計）。

3◎



上四分位値

図9デルファイ法による専門家の知識の表現

（3）集められたデータの中央値，上四分位値，下四分位値を求める．

（4）求められた中央値，上四分位値，下四分位値を質問に付加し、再び

　　アンケートを行う（2回目の集計）．

（5）集められたデータの中央値，上四分位値，下四分位値を再び求める。

（6）求められた中央値，上四分位値，下四分位値を質問に付加し，再び

　　アンケートを行う（3回目の集計）。

（7）集められたデータの中央値，上四分位値，下四分位値を再び求め，

　集計を終了する．

　i量）データの表現方法

　中央値を中心に上四分位値，下四分位値を将棋の駒の様に表現する，

高さに意味をもたせる場合もあるが，普通は幅だけが意味をもっている．
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第4章研究の目的と手順

第1節研究の目的

　本研究は，曖昧性を考慮した運動パフオーマンスの評価法を検討し，

曖昧性を積極的に利用することの有効性を検証することを目的としてい

る．そしてその具体的方法の一つとして，人間の運動パフオーマンスを

改善するための改善支援・総合評価システムを構築する．この目的を達

成するために，人間の曖昧性に着目し，4つの研究課題を設定した（第3

章第1節）．研究課題1は，人間の運動評価の曖昧さを定量化し，その特

性を明らかにする目的をもっている．研究課題2は，運動の曖昧性を考

慮した，パフォーマンス改善システムを構築する舅的をもっている．そ

して研究課題3は研究課題1，研究課題2から得られた結果を用いて，実

際の改善支援・総合評価システムを構築し，その有効性を検討する目的

をもっている．研究課題4は，本研究の社会的な有効性を示す目的をもっ

ている．本研究の曖昧性を積極的に利用することの有効性を検証する目

的を検討するのは，研究課題3である．

第2節研究の手順

　本研究の研究手順を，フローチャートとして図1◎に示した．

図10に示すとおり，曖昧性を考慮した運動パフォーマンスの評価法を検

討するために，運動パフォーマンスの改善という問題と，体力の評価の

問題に分けて検討した．

　研究課題1では，専門家の主観的判断を定量化する方法として，ファ

ジィ理論を用いた方法の有効性を示すことを検討した（研究課題1－1）．そ

して，定量化した主観的な情報を用いて実際に運動を評価し，本手法の

有効性を検討した（研究課慰1－2）、

　研究課題2では，可能性線形回帰分析をもちいて自標パフォーマンス

の向上可能性を定量化することを目的とした（研究課題2－1＞．また全体評

価の指標としてファジィ毎成分分析を定式化し，曖昧な情報を含む場合

の総合評価の方法を検討した（研究課題2－2）．
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笹一マ呂慶嚥性を考慮した羅動パ7写一マンスの評儀法

餐羅慈τ編鍛　　　　　　　　　　　　　蟹騨冠r　　　　　　　　、

熟練者の主観的

評価の定量化
｛研究課繍》

可能性と

総合評価
（研究課鷺2）

　慶昧性を考慮もた手法の

知的簾嘗者への有効性の穣射

　　　（研究課題4｝

　　　　総合的な運動

パフォーマンス改善システム
　　　　〔研究課題3｝

図10研究手順
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　研究課題3では，総合的な運動パフォーマンスを改善するための，改

善支援・総合評価システムを提案する．これは人間の曖昧性に着目し，運

動の評価，言語的指導，改善点の言語的表現，総合評価からなる（研究

課題3－1）．さらに改善支援・総合評価のための高度な知識をコンピュ｝

タネットワーク上に公開する方法を考案する．これによって，熟練指導

者の高度な評価知識や経験則の共有を図る方法を検討する（研究課題3－2）・

　研究課題4では，曖昧性を考慮した評価法を体力の評価問題として検

討した．このために，知的障害者の体力を分析し，分布によらない評価

が可能であることを示した（研究課題4－1）．そして可能性線形回帰分析と

いう手法を用いて，知的障害者に具体的な到達目標を設定する方法を検

討した（研究課題4－2）・

　以上4つの研究課題から，入間の曖昧性を積極的に利用した評価・改

善モデルを検討し，確率モデルでは達成できない，現実性をもった総合

評価・改善システムの構築を目指す。
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第5章ファジィ理論をもちいた主
観的な運動評価の定量化（研究課

題1－1）

第1節はじめに

　人間の運動パフォーマンスを評価する場合，熟練指導者は蓄積された

知識に基づいて，容易に評価することが可能である．しかし，その経験

は評価する熟練指導者固有のものであり，蓄積された知識は非常に主観

的で，定量化することは困難である．しかし，このような主観的な評価

基準が定量化されるならば，個々人に固有な主観的評価基準を蓄積する

ことが可能となる．この蓄積された知識は，運動パフ才一マンスを改善

する場合のポイントとして非常に重要である．そこで，本研究課題では，

専門家の知識をファジィ理論のメンバーシップ関数をもちいて定量的に

表現する方法を示すことを目的とする．

第2節方法

　1．被験者および対象動作

　3人のサッカーコーチ（サッカー経験年数聾年以上）．対象動作はサッ

カーのインステップキックとした．主観的評価基準を定量化するために，

実際にキックしているビデオ画像をもちいた．このビデオ画像は上級者

から初心者までの30本分のキックのビデオである．

　2．π型メンバーシップ関数

　本研究課題では，π型のメンバーシップ関数48）をもちいる・これは人間

の評価が厳密に・何度だから足首が伸びていない”などと厳密に定義でき

ないからである．このπ型のメンバーシップ関数は図11のようにas（台形
の上底の左端の点），齢 nz（台形の上底の右端の点〉，bs（左側でメンバーシツ

プ関数のグレードが0．5まで下がる区間〉，bz（右側でメンバーシップ関数

のグレードが0．5まで下がる区間〉の4つのパラメータで記述できる・as・
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（grade）　　　　　　　lbS　l　　　　　差bz圭

1。0

0．5

45　50　55　60　6570　75　80

図11π型メンバーシツプ関数の例

az問はメンバーシップ関数のグレードが1．0であり，最も適合している

ことを表す．またbs，　bzはメンバーシップ関数のグレードが0、5までの
区間であり，この部分が人間の評価の曖昧さを表鏡しているといえる．

　3．主観的評価の定量化の方法

　試技者が実際にキックしているビデオ画像をもちいて，左右つま先点，

左右足首点，左右大転子点，左右肩峰点，左右肘点，左右手首点，頭頂

点の13点と，ボールの中心，ボールの前後50cmの地面に置いたマーク

2点を計測点として合計15点をもちいてデジタイジングを行った．この

分析結果と前節のアンケート調査から主観的評価と実際の動作とをファ

ジィ理論のメンバーシップ関数をもちいて対応づけ，主観的評価の定量

化を行う．

第3節結果

1．主観的評価

アンケート調査からの主観的評価を整理すると
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（1）踏み込みが浅い

（2）バックスイングが足りない

（3）からだが前傾していない

（4）蹴り足の足首が伸びていない

　という主観的評価が抽出できた．これらはアンケートの中で2入の

コーチに指摘されているものを採用した．

　2．主観的評価と動作の対応

　曖昧な主観的データを定量化するにはファジィ理論のメンバーシップ

関数をもちいた．主観的評価を実際の動作と対応させるとそれぞれ，

（1）踏み込みが浅い瓢⇒踏み込み位置（c獅）

（2）バックスイングが足りない⇒振り角（度）

（3）からだが前傾していない⇒上体角（度）

（4）蹴り足の足首が伸びていない⇒足首角（度）’

で代表できるとし，主観的データの定量化のパラメータとした．これら

のパラメータを図12および図13に示した．しかしこれらの位置や角度は

曖昧で，‘‘何cm”や“何度’と確定できるものではない．そこで，コーチ

3人に指摘されたビデオ画像から各パラメータ（踏み込み位置，振り角，

足首角）の最大値と最小値を求め，π型のメンバーシップ関数の上底とし

た．そしてメンバーシップ関数の下底は上底を左右に1．5倍ずつ広げ，全

体として4倍となるようにした．これらのメンバーシップ関数を図14に
示した．
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振り角

踏み込み位置

鰻
図』 P2定量化のパラメータ1　　・
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図13定量化のパラメータ2
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（gr8do｝　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛grado｝

　1．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tO

・　45505560657°758085（度）　24681012141618（cm）『
　　　　　　、　　振り角　　　　　　　　　　　　　　　　踏み込み位置

　‘9・8d°｝　．ピ　　　　　　　　｛grad・｝

　　tO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tO

ζ：．∵？°°9°伽　－1㈹汀11一騨町…η・…9・（度）

　　　　　　　足箪、’　濫．上繭

　　　　　　　　　図14メンバ｝シップ関数
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　各メンバーシップ関数では，台形の形の斜めの部分が最も重要である

と考えられている48｝．それはこの部分が人間の・曖昧ざ，を表現している

からである．さらにこの部分のメンバーシップのグレードが0．5になる

部分が重要であるとされる．このグレードが1．0から0．5までの区間がデ

ファジファイを行った時に，影響を残す部分であり，最終的に評価として

最も重要な部分を表している、

　それぞれ具体的に示すと，足の振り上げ角度で59．1度から68．8度位

の間が“バックスイングが足りない”という主観的評価と対応しているこ

とが示された．また，踏み込み位置にして10．8cmから13．4cmまでの問

でボールから離れていれば“踏み込みが浅い｝｝と評価されることが示され

た．またキックにおいて重要視されている足首の角度においても，91、4度

から113、0度までで“伸びていない抑という評価に当てはまり，上体の前

傾は114．5度から161．0度までで前傾していないと評価されることが示さ

れた．本研究課題では初めて，サッカーにおけるキック動作の評価の曖

昧さを定量化し，主観的評価の蓄積と利用のための準備を整えるという

意味で意義があると考えられる，

　第4節小括

　本研究課題では，専門家の主観的評価をファジィ理論をもちいて表現

することを目的とした．特にメンバーシップ関数を実際の動作と対応さ

せ設定した．このメンバーシップ関数はグレードが0．5までの区問で人

間の主観を表しているといえ，今後の研究課題での曖昧性の取り扱いの

基礎とすることができる．そしてメンバーシップ関数をもちいると，人

間の知識を“曖昧性”を含んだまま数値的に表現することが可能となる．

また人間の知識は曖昧な場合が多く，メンバーシップ関数がこのような

知識の表現に適していることが示された。本研究課題は次の研究課題1．2

のために必要な研究課題であり，本研究課題によって示されたメンバー

シップ関数の設定方法は本研究の基礎的部分をなしているといえる．ま

とめると，

（1）専門家がもっている知識をメンバーシップ関数をもちいて表現する

　　ことができた．

（2）曖昧な情報の取り扱いが可能であった．
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③人間の知識を“曖昧轡を含んだまま数値的に琴現するごとが可能

　　となった．

と溢る．　　’　　、　　、
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第6章曖昧性を考慮した評価シス
テム（研究課題1－2）

第1節はじめに

　運動パフォーマンスは・・その運動にかかわる動作を含む成果”である

と定義されておが1），この運動パフォーマンスを総合的に評価すること

は現状を改善するためにも重要なことである．現在，運動パフ才一マンス

は二つの面から評価されている．一つは体力面からの評価で，各体力要

素（筋力，筋持久力，敏捷性，平衡性，瞬発力，全身持久性等）を個々に

測定し，その合計得点や標準化した合成変量をもって評価されている26）．

もう一つは，技術面からの評価で，スキルテストによって評価されている

η．しかし，総合的な運動パフォーマンスは，体力要素の測定値やスキル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コテストの得点などの物理的指標を基に監督やコーチの経験則に従って評

価されており，入間の主観的判断が重要である．これは，運動パフォーマ

ンスを評価するということが厳密な数値を用いた指標よりも監督やコー

チρ主観的な判断に頼っているからである・この原因として（1）人間の機

能や行動は非常に複雑であるので，厳密に記述しようとすればするほど

現実性を失ってしまう．（2）人間の機能や行動には本来的に曖昧さが存在

するという点が考えられる．

　そこで本研究課悪では，入間の運動パフォーマンスを多面的にとらえ，

人間の経験則に従った運動パフオーマンスの外見上の良否の評価を行う

システムを構築することを目的とする．その実現方法としては，人間の

曖昧さを処理ずるために，ファジィ推論を用いる．対象とする運動はペ

ナルティ・スポット（ペナルティエリア内のペナルティキックをけるポイ

ント）からの正確なシュートでキック動作としてはインステップキックに

分類されるものである．このキックの特徴としては正確で，最も力強い

シュートが打てるということである．このインステップキックはキック

の基本であり，またサッカーの研究の中で最も多く取り上げられており，

その重要性が指摘されているからである1｝．本研究課鷺では，人間の主観

的判断に基づいた評価を行うシステムを構築する．
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第2節運動パフォーマンスの改善

　1．熟練パフォーマンスの特徴

　運動パフォーマンスが改善される場合，以下の点について，熟練者の

パフォーマンスに近付いて行くことが示されている4｝，熟練者のパフォー

マンスの特徴は，

i）動作の柔軟性あるいは適応力がある

三i）動作の協応能力がある

iii）タイミングが良い

iv）動作の系列的知識がある

v）近い将来のできごとが見越せる

vi）動作のスムーズさが見られる

vi三）単なる部分動作の熟練だけでなく連続し，並行する操作を一つのま

　　とまりで把握できる

viii＞動作の冗長性が高い

ix）動作の自動化が生じている（注意と緊張の減少）

とされている．これらの点のうち，本研究課題では，i），三i），三ii），　vi），Ψili），

ix）の点に着目し，運動パフォーマンスの熟練度を評価する．これは，　iv＞

は外見上判断が困難であるために，またv）は更に高度なチームプレーな

どで重要な特徴であるので，キック動作においては必要がなく，またv三i）

は連続し並行する操作を一つのまとまりで把握という点が，どのような

構成要素をもっているか定義困難であったため用いなかった．

　2．運動パフォーマンスの改善モデル

　運動パフオーマンスの改善が，上述の熟練者のパフォーマンスとの偏

差を少なくするように行われるとするならば，運動パフォーマンスの改善

モデルは図15の様に表すことが可能である．このシステムにおいて，熟

練指導者は運動の試技者の動作に対して，上述の各点について主観的に

評価し，どの点が改善すべき点であるかを判断する．
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　　　　鼓術習得
　　　　レペルの傭差

状態評価　＿→専門家の知識

＿　　　　　　　　　　　　キック
冨語的指i導　　　　　，　　　　　パフ才一マンス

　　　〉　　運動の

図15運動パフオーマンスの改善モデル

　この判断は熟練指導者の脳内に記憶されている感覚量の基準となる尺

度を表していると考えられる．本研究課題では，このような熟練指導者

が確立している判断基準をコンピュータ上にファジィ理論を用いて表現

し，運動パフォーマンスを評価する．これによって，熟練指導者の評価

を表現することを目指す．また人間の本来的な曖昧さをファジィ理論に

よって処理し，より現実に即した評価システムを目指す．

第3節ファジィ推論を用いた運動パフォーマン

スの評価方法

1．ファジィルールデータベースの構築

　研究課題1－1の方法を用いて，主観的評価を定量化しファジィルール

データベースを構築した．この主観的評価を経験則として整理すると，

（1）もし踏み込みが浅ければ，もう少し踏み込ませる

（2＞もしバックスイングが足りなければ，バックスイングを大きく取ら

　せる

（3）もし蹴り足の足首が伸びていなければ，伸ばさせる

また体力要素のパラメータとしては，

（4）もし力強くなければ，筋力を増加させる
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（5）もしバランスが悪ければ，立ち足を安定させる

というルールが抽出できた．このルールはまだ抽象的なものである．研

究課題1三1で示されたメンバーシップ関数の設定方法を用いて，・・踏み込

みが浅い”や‘‘バックスイングが足りない”などの曖昧な表現をメンバー

シップ関数として定義する．これは事前にエキスパートにサッカーのキッ

クのビデオを評価してもらいファジィルールデータベースとして蓄積し

たものをもちいる．

2．システム構成

　　本研究課題におけるファジィ評価システムの構成を図16に示した．ファ

　ジィ評価システムは，運動の遂行者が実際にキックしているビデオ画像を

　入力とする．デジタイジングポイントは左右つま先点，左右足首点，左右

　大転子点，左右肩峰点，左右肘点，左右手首点，頭頂点の13点と，ボー

．ルの中心，ボールの前後50cmの地面に置いたマーク2点の合計15点で
　あった．

　　ファジィルールデータベースは，前述の経験則をIF－THENルールに

　変換しデータベース化した。このときにフオームのパラメータを更に下位

　の入力変数（X1～X5）に分けて記述した．これらを図17に示した．入力

　変数はそれぞれ，X1（振り角），　X2（踏み込み位置〉，）ぐ3（足首角），　X4（上

体角），X5（踏み込み幅）とした．これらの入力変数のメンバーシップ関数

　は図18に示した．それぞれのメンバーシップ関数は，コーチ3人にイン

　ステップキックのビデオ30本分（初級者から上級者まで〉を見てもらい，

指摘された点（例えば，「踏み込みが狭い」と判断されたビデオ画像）から

各変数の最大値と最小値を求め，π型のメンバーシップ関数の上底とし

　た．そしてメンバーシップ関数の下底は上底を左右に1．5倍ずつ広げ，全

体として4倍となるようにした．
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運鋤の逆行者

　　　　　　　　　　　　　　　　　A
入力変数
（技術・体力）　　　　　　　　　言語的指導

　　　　　　v
　　　　　　　　ファジィ評価システム

μ　　　　　　　　　　ビデオ画像を　　　　　　　変化量から，操作を

　　　　　　　　　　デジタイジング　　　　　　言語に変換

　　　　　　　　　　　く：レ　　　　　イ：｝

　　　　　　　　　　ファジイルール
　　　　　　　　　　ヂータベ＿ス　　　　　　　　　　　　　　　　ボ

　　　　　ー　蘭霜灘師プアジイ変「　　門
　　　　　　　　　　田1・21F）伽一推論　　化　幽呵磁

　　　　　　　・　　聴N”→　量　　　，ζ．

知識　　　　　ルールの修飾

一　　　　図ユ6システム構威
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即堰
　　　　　　　　　　　立ち足
　　　　　　振り角
　　　　　　　脚｝　　　　踏み込み位敏と2》　　　　　　　　　　　　立嚇足　　　　　　　　　　　　　　　　　’

踏み込み蟻x5｝

図17フオームの入力変数

4＄・
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　　　7°80gc　1。。櫛㈹　　　　一黛。二1。毒‡。’1。　2。’1㎝｝

　　　，’　　振り角｛X1｝　　　　　　　　　　　　　鋳み込み位置｛X2）

‘or劇bコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ぴ鳳由｝

’喋．o　　　　ノー覧　，…唖　　　　睾．o　　　　，＿，㌧　，＿．＿．

　　　　　　　～　瓦！　　　　　　　　　∫～～

　　　狭い’～！纏広い瞳痴魎》広い
’　ニノ　　ハ　　　　．　・　　　ノ　　ハ

　　　　　，ノ．　ノ．、響　1＝　　　　　　　　～　．　～，～，．　．
　　　・。‘雷酬2。’㌃5。；一㌃・。1～衡，．・雪・。鼻控61・。働・。‘～度，

　　　．＿足首叙x31　　　　　上鰍x4｝

　‘“●自，　　　．　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　¢脚db，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　覧　　　蓋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ　　　サ　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　サ　　　　　づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　ハ’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　ゆ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袈い　　’逼切》　強い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ほロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　μ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　’　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈ず　　ξ　　　’噂　、　．　　，躍

∵　9°喋◎6榊蟻2。事3。1㎝｝　’ガ6。匿’9。匿≧。ゴヨ沁直｛kg）

　　　　　　　、跨み込み幅｛X5）　　　　　　　　　　　　脚筋力｛X6，

　　伽舶b｝

　　　｛．o
　　　　　　　　　！…置・！9階“……
　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　し　　　　コ
　　　　　　　　　サ　　　　　　　ハ　　　　　ロ
　　　　　　　　　ξ　　　　斗　8　匿
　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　聾　　．
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　し　　コ
　　　　　　　　　ぴ　　る　　　　　　ロし　の

　　　　　妊い，物．諭切齢喬い

　　　　　　　　”、　　　　　　ヒ　　げ　　　　　　ノ　もル　
　　　　　　　一ノ．　　ノ　、　’．1
　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　、　　　　　　層　　　　　　　●　　　　　　　事　　，　　　　響　　写　　　　，　　■

一響盤協．噸
　　’亀　　・　　　　　　・∫　馬　　　一　　　　　　　㌔

図18入力変数のメンバーシップ関数』
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　また，体力要素のパラメータは，脚筋力，バランス能力で代表される

とし・・体力要素の入力変数を，X6（蹴り足の脚伸展筋力）とX7（立ち足の

閉眼片足立ち能力）とした．

　ズ1～X7の変数を用いて，経験則のファジィルール化を行うと以下

のようになる．これらのルールには全て，初期設定として

ルールIF変数is適切

　　THEN指示しない

のルールをもっているものである．これは入力値が適切であった場合，操

作が何も必要でないことを示している．

ルール1：IF　X5　is狭いand　X2　is後ろ

　　THEN　X5　is増やすand　X2　is増やす

ルール2：IF　XI　is狭いand　X4　is広い

　　THEN♪ぐ1　is増やすand　X4　is減らす

ルール3dF　X3　is狭い

　　THEN　X3　is増やす

ルール4：IF　X6　is弱い

　　THEN　X6　is増やす

ルール5：IF　X7isイ氏い

　　THEN　X7　is増やす

　後件部の“増やす”および“減らす・は・その変数の値を増やす，，または

“その変数の値を減らす”に対応するメンバーシップ関数である．これを

操作量Uと定義し図19に示した．これは最大で±30％の変化を変数に与

えるものである．また，μ（指示しない）＝1．0である時の操作量は±0。0％

である・ここでもちいるファジィ推論は第3章第2節の5．のii）で説明

した，簡略化推論法をもちいる．そのため操作量Uはシングルトン（通

常の数値）となっている．
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（醜塑指示しな1・増やす

釦虻。欄柵（％）
　　　　図19操幽己
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第4節結果

　1．キックパフォーマンスの評価

　評価例として，A（サッカー歴なし），　B（サッカー歴13年）を被験者と

し，本システムを用いてキックパフォーマンスを評価した．ファジィ推

論は簡略化推論法を用いた．A，　BのX1～X7までの測定値と簡略化推論

法による改善指示は表1に示した．

　ここでの操作量Uのファジィ集合・・増やす・またはファジィ集合・械

らす”への適合度は“良いパフォーマンス，，からの偏差を表していると考

えられる．そこでこのUの操作量の絶対値の総和が全体評価の指標とな

ると考えられる．これを変数の個数と，Uの取り得る最大の絶対値で標

準化したものをパフォーマンス指標Dとして以下の式で定義する．

D一
ｾ最1σD書騨

　このパフオーマンス指標Dは，パフオーマンスの評価0指標として用

いることが可能である．この指標Dは1．0に近ければ近いほどパフォー

マンスが悪く，改善点が多いことを示している．上述の被験者2名のパ

フォーマンス指標Dの値を比較すると，Aは0．71，’Bは039であった．

また各被験者の操作量Uの値から，Aはすべての項目について改善が必

要であるが，脚筋力やバランス能力は十分であるということが分析でき

る．それに対して，Bは脚筋力とバランス能力が欠けてはいるが，全体

としてのパフォーマンスはかなり良いという結果を導くことができる．

2．言語的指導

　入間の主観的評価は，最大平均主観エントロピー9｝の計算により，3～

5のカテゴリーに分けるのが良いとされている．本研究課題では正の方

向と負の方向に3つずつのカテゴリーを設定した．すなわち正の方向に

は“非常に大きぐ’，“大きく”，“少し大きく”，また負の方向には・非常

に小さく”，“小さく”，“少し小さく”の6つを選んだ．そしてメンバー

シップ関数が‘‘増やす”の場合，0．0～0．3は“少し大きく”，0．3～0．7は

“大きく”，0．7～1．0は“非常に大きく”に，またメンバーシップ関数が

“減らす”の場合は，0．0～0．3は”少し小さく”，0．3～0．7は”小さく”，

0、7～1．0は“非常に小さく”に対応させ，言語的指導に変換し出力した
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表1実測値と操作指示量

A B
入力変数 実測値 操作指示量 実測値 操作指示量

x1（吻） 59．2 ＋30．0％ 83．2 十15．0％

x2（㎝） 一13．0 ＋30．0％ 1．0 ＋0．0％

x3（deg） 91．4 ＋2LO％ 177．3 ÷0．0％

x4（deg） 161．8 一2LO％ 155．1 一〇．6％

X5（㎝） 103．0 十18．0％ 113．0 ＋0．0％

x6（た9） 81．0 ＋15．0％ 75．0 ＋30．0％

x7（5） 3L5 ＋ユ5．0％ 10．0 ＋30．0％

振り角を非常に大きくし，

鞍み込み位置を非常に近くし
足首角を大きくし
上体角を小さくし
蹟み込み幅を大きくし．
協力を少し大きくし、

バランス能力を少し高くしない．

振り角を大きくし、

上体角をすこし小さくし、
筋力を非常に大きくし，

バランス能力を非常に高く
しなさい．

図20システムの出力

（図20）．この出力は，事前に熟練指導者によるアンケート調査の指導（図

21）と同等な結果であった．

53



被験者A　　　　　　　　　　　被験者B

振り幅が少ない
足首を伸ばして固定
罎る足をもう少しバック

スイングした方が良い
体の前傾を深く’

もう少し前傾を深く

踏み込みが浅い

バランス悪い

図2ユ熟練指導者の指示
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第5節小括

　本研究課題では，運動パフォーマンスの評価方法として，熟練者の評

価方法を考慮に入れて，ファジィ推論を用いた方法を提案した．運動パ

フォーマンスの評価パラメータとしては，フォームに対して振り角，踏

み込み位置，足首角，上体角，踏み込み幅を選択し，運動能力に対するパ

ラメータとしては脚伸展筋力及び閉眼片足立ちの時間を用いた．定量的

に測定したこれらの値を用いて運動パフォーマンスを評価した結果．熟

練者が行っているのと同等な評価が可能であった．更にファジィ推論を

用いて評価を行っているので．フォームが多少変動してもその変動を吸

収し，再現性の高い評価を行うことが可能であった．また，本研究課題

で用いられた手法で運動パフォーマンスを評価するための熟練者の知識

の蓄積が可能であることが示された．更に実用化を測るために，今後の

課題としては

（1）実際にこのシステムを用いて，運動パフォーマンスを改善する．

（2）3次元の運動を評価できるように拡張する．

（3）更に高度なチ門ムプレーの評価に適用する．

（4）他の多様な競技や未熟な選手にも応用できるか検討する．

などが考えられる．
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第7章運動パフオーマンスの向上
の可能性（研究課題2－1）

第1節目的

　問題解決の重要な特徴には，目標が必要であるという点が示されてい

る13），この点からパフォーマンスを改善する上で，到達可能な具体的な

目標を設定することは，非常に重要であるといえる．これは，様々な運動

パフオーマンスの向上にも当てはまるといえる．本研究課題では運動パ

フオーマンスを剣道の素振り動作（面打ち）の剣先の打突速度とする．こ

れは剣先のスピードが剣道のパフォーマンスに大きなウエイトを占める

からである．本研究課題では剣道の打突速度の向上の可能性を，上体の

上下動，移動距離から推定する方法を可能性線形回帰分析を用いて定式

化することを目的とする．

第2節方法

1．測定項目

打突速度を推定するために，以下の測定項目を採用した．

（1）大転子の平均高（左右大転子位置の平均値）

（2）右足の移動距離

（3）上体角の最大値

（4）上体角の最小値

（5）剣先の打架速度

これらの測定項目は3次元動作解析装置をもちいて測定した．

2．可能性線形システムの適用

　可能性線形システムとは，係数がファジィ数である線形システムをい

い，次のように表される．
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μ

LO

ai

図22対称なファジィ数

　　　　　　　　　　γ｝＝・41∬ゴ1十…十ん皿ゴ，、　　　　　　　　　（1）

ここで，紛は通常の数値であり，・4iはファジィ数である・このファジィ数

、4‘は左右対称なものとし，図22のようであり，！1‘（αゴ，c‘）で表す．α‘は中

心を，c拡中心からの幅を表す33）．このとき，式1の巧は，

　　　　　　　　　　　｝りニ（αXゴ，OIXゴD　　　’　　　　　　　　　（2）

で求めることができる．ただし，α＝（αユ，…，α。）であり，X＝（鋤，…，①。）‘

である．また，0＝（cb…，cπ）であり，　IXI＝（hL…，1皿皿D‘である．こ

の様な可能性線形回帰分析の問題は次のように定式化される．

（1）可能性線形モデル（1式）による推定区間巧の中に，与えられた出力

　　防が存在する．

　　　　　　　　　　｛ンゴ∈｝り（ゴ＝1，・・㍉1m・）⇔｛妻…霧士：1寿1　　（3）

（2）推定区間yの幅の合計を最小にする．すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　轡Σc囲　　　　　（4）
　　　　　　　　　　　　　　　　コ＝1

この可能性線形システムで区間係数A（αf，C∂を求める問題は（1）の拘束

条件の元に（2）の目的関数を最小にする，すなわち線形計画問題に帰着し

て解くことができる．
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表2被験者の基礎データ2
平均±SD

年齢 25．0±2．83

身長（cm） 167．0±4．32

体重（kg） 72．2±10．18

上肢長（cm） 70．2：ヒ2．66

経験年数（年） 7．7±7．63

段位（段） 2．2±1．95

　3．被験者

　被験者は，筑波大学の大学院生，および学生6名である．被験者の基

礎データを表2に示した．

4．推定モデル

本研究課題で用いる推定モデルは，以下のモデルとした．

y＝．41皿1十・42皿2十113∬3十！44摺4

ここで，亀は上下動，勉は移動距離，鞠は最大上体角，皿4は最小上体角

である．

第3節結果

各測定値の平均値と標準偏差を表3に示した．

　1．推定式

　前述の線形計画問題を解いて，被験者一人一人についてファジィ係数

を求めた（式5～式10）．これらのファジィ数は図22に示されるとおり，

αi（中心）とCf（中心からの幅）の二つのパラメータで表現できる33）．

yi　＝　　（14．144，2．247）躍2十（46．506，0）皿3　　　　　　　　　　（5）

巧　　：＝　　（4．42，1．73）ヱ2十（60．97，0）ユノ4　　　　　　　　　　　　　　　（6）
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表3平均値と標準偏差
測定項目 平均値士標準偏差

上下動（mm） 171．9±70．9

移動距離（mm） 526．9±123．6

最大上体角（degree） 170．3±5、3

最小上体角（degree） 153．8±8．0

打突速度（mm／s） 12893．6±2326．6

巧　　＝：　（101．49，0）竃3十（0，6．86）コ：2　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

勤　　＝　　（5．541，0）2：1十（66．97，17．64）の3　　　　　　　　　　　　　（8）

｝も　　：＝：　（71．54，0）竃3十（0，18．74）二じ4　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

｝も　　：＝　　（69．83，15．82）ヱ3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）

これらの推定式は，α‘＞0という拘束条件を用いているので，0である係

数が見られる．求められた推定式から得られた推定区間を図23，図24，

図25，図26，図27および図28に示す．

　これらの図は測定セット毎にまとめてある．そのため各人毎5本ずつ

の推定区間が求められている．

第4節考察

1．可能性の推定とその妥当性

　前章で求められた推定区間のうち，最も大きい値をパフォーマンスの

”向上の可能性”と定義する．可能性線形回帰分析では求められた推定区

間全てが，実現値としての可能性を有する33）ので，推定区間の最小値を

実現可能な目標値として設定することは具体的な目標の設定という意味

で意義があると考えられる．そして個人個人について，打突速度の向上

の可能性を検討する．可能性線形回帰を用いることによって，個々人の

データのばらつきを考慮して向上の可能性を推定することができる．こ

の向上の可能性は研究課題4．1によって，重回帰分析より良好な推定が

行われることが示されており，具体的な目標として十分利用可能である

と考えられる．
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推

定　16000

区　15000
問

図23打突速度の推定区間（被験者1）
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図24打突速度の推定区間（被験者2）
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1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　　セット数

図25打突速度の推定区間（被験者3）
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区

セツト数

図26打突速度の推定区間（被験者4）
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図27打突速度の推定区間（被験者5）
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図28打突速度の推定区間（被験者6）
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第5節小括

　本研究課題では，可能性線形回帰分析（ファジィ理論）を用いて，打突

速度を推定し，その向上の可能性を示す手法を考案した．結果は．以下

のようであった．

（1）可能性線形回帰を用いて，打突速度を個々人のデータのばらつきを

　考慮して，推定範囲を求めることができた．

（2）求められた推定範囲の内最も良い記録を“パフォーマンス向上の可

　能性”と定義し具体的な到達目標として設定できた．

（3）“パフオーマンス向上の可能性”は，具体的な到達目標としては十分

　利用可能であることが示された．
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第8章曖昧性を考慮した体力の総
合評価（研究課題2－2）

第1節目的

　現在，知的障害者の施設において，体育活動の重要性が指摘されてい

る．就労や社会復帰のために基礎的な体力や運動能力の向上が求められ

ているからである．体力・運動能力は様々な要素から成り立っており，そ

れぞれ個別の測定方法を用いて測定されている．これらの体力・運動能

力を総合的に評価することは，就労や社会復帰の可能性を推定する上で

非常に重要である．しかし，知的障害者の曖昧性を考慮した総合評価の

手法は確立されていない．そこで，ファジィ主成分分析を用いた知的障

害者の体力・運動能力の総合評価を定式化し，その有効性を検討する．

第2節方法

1、測定項目

　測定項目は，閉眼片足立ち，タッピング（1分間〉，自転車エルゴメー

ターによる5分間の自転車こぎ，握力（左右），背筋力，立ち幅跳びの6

項目である．また各測定項目は2回ずつ測定を行った．

2．被験者

　被験者は，施設Mの知的障害者男性10名，女性工0名である．被験
者の基礎データを表4に示す．

3．分析方法

　本研究では，被験者が知的障害者という点を考慮し，通常の主成分分

析ではなくファジィ主成分分析を用いる．ファジィ主成分分析は，デー

タがファジィ数である時に用いられる主成分分析である．各測定項目の

2回の測定値の幅をファジィデークの上限と下限とし，2つの測定値の平
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表4被験者の基礎データ（2－2）

（平土SD） （平・±SD）

齢（歳） 3LO±5．59 34．9士7．33

長（cm） 162．0±6．88 150．4±5．77

体重（kg） 55．7±7．65 56．7士5．39

IQ 30ユ±19、71 34．2±14．53

1．0

　　　　ファジィデータ

4ヒ／（α♪αびαρ

　　　　　　　　　C：測定値の平均値

図29ファジイデータ

均値を中心値とする三角型のメンバーシップ関数を設定した（図29）．こ

のメンバーシップ関数を用いて合成変量を算出する．

　第3節ファジィ主成分分析による解法

　本研究課題で採用しているファジイデータは上限（①r），中心値ゆ。），下

限倫）の3つのパラメータで表現出来る．このときサンプル冬はη個の

デ』タをもっているP変数を表している．この時このようなサンプルを
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以下のように表す．

x

また，データの平均器は，

x　　x　　　　x
～11　～工2　－’　～1P

x　　x　　　　x
～21　～22　’”　　～2P

X　　x　　　　x
～πユ　～π2　”畳　～πP

覆1が．
　　ηゴ＝1

である．そして，ファジィ分散共分散行列は，

zり一 厓F（ぎゐi一器‘x委「与一蒼ゴ）

　　　　　　　　　　　　（ゴ，ゴ＝1，2、…，P）

で，あらわす．ここで，このような固有値問題は以下のような線形計画

問題として解くことができる44）．

脚伍∫1＝λ

而π∫2講λ一ム

subject　to

　　　　　　　　　　　　　Zli⊆ス1三

　　　　　　　　　　　　　Zli⊇ム正i

　　　　　　　　　　　　　λ＜λ＜λ

　　　　　　　鰯一｛1毒1（式ゴー1，…，P）

ここで，《は固有値の中心値であり，N，ムはそれぞれ固有値の上限と下限

を表す，また1はλの固有ベクトルであり，ノは目的関数である．本研究

課題ではノは，

　　　　　　　　　　　　　飢α砿∫1＝λ

　　　　　　　　　　　　πLfπ∫2ニλ一ム

を採用し，固有値の巾が最小になるように求めている．
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表5各測定項目の平均値と標準偏差2．2
items 男性（平均±SD） 女性（平均士SD）

閉眼片足立ち（sec） 35．7±93．11 5．9士12．Ol

タッピング（times／min） 216．7±38．16 216．5±28．74

ペダリング（km） 1．65±0．79 1．20±0．56

握力（RXkg） 19．2±7．26 16．4±4ユ6
握力（L）（kg） 17．7±8．05 15．4土4．92

背筋力（kg） 39．5±22．45 29．9±18．71

立幅跳び（cm） 103．6±62．70 60．6±35．00

ファジイデータの中心値の固有値と固有ベクトル（

item
固有値：3．62 固有値：L27

固有ベクトル1 固有ベクトル2
閉眼片足立ち 0，303 一〇．533

タッピング 一〇ユ37 一〇．786

ペダリング 一〇．355 0ユ98
握力（R） 一〇466 一α100

握力（L） 一〇．498 α005

背筋力 一〇，367 一α079

立幅跳び 一〇．404 一〇，230

（男性）

第4節結果

　男性，女性別のそれぞれの測定結果の平均値を表5に示す．また，男

性のファジイデータの中心値の固有値と固有ベクトルを表6に，女性の

ファジィデータの中心値の固有値と固有ベクトルを表7に示す．また，ファ

ジィ第1主成分，とファジィ第2主成分による構造係数を表8に，合成得

点を表9に示す．
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表7ファジィデータの中心値の固有値と固有ベクトル（女性）

三tem
固有値：3．53 固有値：L87

固有ベクトル1 固有ベクトル2

閉眼片足立ち 一〇．279 一〇．407

タッピング 一〇．105 一〇．598

ペダリング 一〇，236 0，515

…握力（R） 一〇．459 0，274

握力（L） 一〇．476 0，234

背筋力 一〇，448 0，259

立幅跳び 一〇，465 一〇ユ20

表8中心値の構造係数
男性 女性

第1主成分　第2主成分 第1主成分　第2主成分
閉眼片足立ち 一〇．577　　　　0．60 0．525　　　　0．556

タッピング 0．261　　　　0．885 0．198　　　　0．818

ペダリング 0，675　　　　－0．223 0．443　　　　0．704

握力（R） 0．887　　　　0．011 0．863　　　　－0．375

握力（L） 0。948　　　－0．006 0，895　　　　－0．320

背筋力 0．698　　　　0．089 0．841　　　　－0．355

立幅跳び 0．768　　　　0．259 0．873　　　　0．167
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表9フアジイ合成得点

第1主成分 第2主成分

ID 五 0 R 五 o R
1 一1．43 一1．47 一L49 一〇．50 0．20 0．60

2 一〇．22 一〇．27 一〇．32 0．95 0．38 一〇．14

3 一α65 一〇．68 一〇．69 一1．58 一1．54 一1．35

4 0．37 0．39 0．40 一〇。18 一〇．32 一〇、60

男性 5 1．91 1．71 1．51 一1．60 一1．54 一1．33

6 一〇．82 一〇．89 一一Z93 0．36 0．53 0．71

7 0．65 0．79 0．91 1．07 1．66 1．79

8 0，95’ 1．08 1．20 0．99 0．92 0．89

9 0．08 0ユ4 0．19 0．70 0．04 一〇．31

10 一〇．84 一〇．81 一〇．78 一〇．21
一α34●

一〇．26

∫o L 0 R 五 0 R
1 α72 0．91 1．11 一〇．52 一〇．63 一〇．75

2 一〇．83 一ユ．07
，－ P．25 一〇．22 一〇．38 一〇．55

3 LO6 ユ．16 1．23 一〇．48 一〇、38 一〇．23

4’ 0．87 0．80 0．73 0．17 0．19 0．ユ2

女性 5 一〇．06 一〇．21 一〇．29 0．61 0．22 一〇．50

6 0．59 0．51 0．35 一1．13 一〇．86 一〇．54

7 一α85 一〇．81 一〇．75 0．88 0．77 0．79

8 一1．15 一1．08 一1．06 1．45 1．69 1．80

9 一1．49 一1．30 一1．10 一1．73 一1．70 一1．42

10 1ユ4 1．11 1．04 ’0．96 1．08 L28
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表10ファジィ合成得点の巾とIQの相関係数
相関

W数
男性

hQ

女性

hQ

第1主成分 一〇．58 0．34

第2主成分 0．11 一〇．34

第5節考察

　男性において，第1主成分は閉眼片足立ちをのぞいて，また女性では

全ての構造係数が正の大きな値を示している．すなわち第一主成分は変

量に共通する「基礎的体力」を代表していると考えられる．また第一主

成分の2乗和は男性で3．62，女性で3、53であり，最も望ましい基準値の

51．7％，50．4％になっている．

　また第2主成分は，タッピング，閉眼片足立ちに正の値をもち，握

力，背筋力に負の値をもっているので，第2主成分は筋力と神経系を分

けるような要素を代表していると考えられる．この第2主成分の構造係

数の2乗和は，男性で1．27，女性で1．87であり，最も望ましい基準値の

18．1％，26．7％となっている．第1主成分と第2主成分を加えると，男性

で69．8％，女性で77．ユ％になっているので，7つの変量の変動のそれぞれ

70％と77％が2つの主成分に要約されていると推察できる．

　ファジィ主成分分析を用いているので，結果は範囲をもっており，も

とのデータの曖昧性を考慮した結果が得られた．またファジィ合成得点

とIQの相関係数では男性の第一主成分で一〇．58という有意ではないが負

の大きな値を示した．このことは曖昧性を考慮した総合評価が運動能力

だけでなく知的な能力も考慮した総合評価として利用出来る可能性を示

唆するものである．

第6節小括

　知的障害者の施設において，基礎的な体力や運動能力の向上が求めら

れている．そのために体力・運動能力を総合的に評価することは，就労

や社会復帰の可能性を推定する上で非常に重要である．そこで本研究で

は，彼らの曖昧性を考慮した総合評価の手法を確立し，ファジィ主成分分
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析を用いた知的障害者の体力・運動能力の総合評価を定式化した．その結

果，曖昧性を考慮しながら知的障害者の運動能力を総合的に評価するこ

とが可能であり，本研究課題の手法の有効性を確かめることができた．
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第9章3次元解析によるファジィ
推論を用いた運動パフォーマンス

改善システム（研究課題3－1）

第1節はじめに

1．運動パフォーマンスの改善モデル

　運動パフオーマンスの改善という問題を考えた場合，運動の試技者と

その指導にあたっている監督やコーチなどの熟練指導者の問で図30のよ

うなループをもちいてパフオーマンスの向上が達成されている．このルー

プは運動の試技者の外界に存在するもので，運動の試技者の中にある固

有受容器からのフィードバックループとは区別される．このループは一

種のブイードバックループシステムとしてとらえることが出来る．

　このシステムにおいて，熟練指導者は運動の試技者の動作に対して，

自分のもっている経験的知識を用いて主観的に評価し，どの点が改善す

べき点であるかを判断する．そして，さらにこれまでの経験からパフォー

マンスを改善するための最も重要な点に絞って指示を与える．そして再

び運動の試技者のパフォーマンスを評価し上述のプロセスを繰り返す．こ

のような改善システムを分析する上で無視出来ないのが人間がかかわる

ことによる曖昧性である．この曖昧性は試技者と熟練指導者の両方に存

在する．試技者のもっている曖昧性の最も大きなものは動作の曖昧性で

あり，熟練指導者のもっている曖昧性の大部分は主観的評価の曖昧性で

ある．しかしこれらの曖昧性を含んでいるとは言え，運動パフォーマン

スを改善する上で入間による評価が最も信頼されており，実際に最も多

く用いられている．
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＿一マンス〆→〉、評価

運動パフォーマンスの改善

認識

図30運動パフオーマンスの改善

　2．運動パフォーマンスの評価モデル

　さらに，運動パフォーマンスの評価モデルにおいて，図31に示すよう

に試技者には二つの評価がなされてきた．一つは容観的評価でありもう

一っは主観的評価である．どちらも重要な評価法であるが客観的評価は

データに基づいており厳密である．具体的には体力・運動能カテスト，ス

キルテストなどである．これに対して主観的評価は主に人間が行ってお

り，そのため経験に基づいており曖昧である．このような主観的評価は

厳密ではないが実際の運動パフオーマンス評価の場合，重要視されるこ

とが多くまた信頼もされている，

　3．運動パフオーマンスの改善支援システムの概要

　前節までに見てきたように，運動パフォーマンスを改善するためには

熟練指導者の主観的評価が重要である．しかしすべての状況で熟練指導

者の指導を受けることは望めず，その経験に基づいた高度な知識を利用

することは一般的には困難である．そこで本研究課題では図32に示す運

動パフォーマンス改善支援システムを構築し，経験に基づいた高度な知

識の共有と再利用を可能にすることを目指すものである．
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客観的評価　　　　　　　　試技者　　　　　　　　主観的評価

図31運動パフォーマンスの評価モデル

第2節目的

　本研究課題では本研究の大きな目的である，人間の運動パフォーマン

スを改善するための総合的な運動評価支援システムを構築することであ

る．研究課題1－1，研究課題1－2で明らかにされた熟練指導者の主観的評

価の利用はもとより，研究課題2－1示された運動パフォーマンスの向上

の可能性や，研究課題2－2で検討された曖昧さを考慮した総合評価の各・々

の方法を有機的に結合し，さらに動作の分析を2次元から3次元の動作

分析に拡張した運動評価支援システムを構築する、また構築したシステ

ムを評価するため剣道の正面打ちの素振り動作を例として取り上げ，実

際の熟練指導者の評価と比較することによって本システムの有効性を示

すものである．

第3節方法

　1．システム構成

　運動評価支援システムの構成を図33に示す．各構成要素はそれぞれ研
究課題1一ユ（曖昧な知識の表現），研究課題1－2（言語的指導の再現），研究課
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　　　　　　　　　　　　　　　　運動パフォーマンスの改善

パフォーマンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謂勲灘
　　　　　　　　　　　　評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一　．　、

　　　　　　　　　改善指示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘
認識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・人間の知識の定量化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・人同の大局的な状況認識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・曖昧な多変貴の合成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・目的評価に関する知識

　　　　　　　　　　　　　　騰難醗鞭懸覆

図33運動評価支援システムの構成

表11被験者の特性
身長（cm） 172．9±6．16

体重（kg） 73．5±7．79

年齢（才） 23．7±2．76

剣道歴（年〉 7．2±7．13

題2－1（パフォーマンス向上の可能性），研究課題2－1（曖昧な情報の総合評

価法）で検討された方法を用いて実現している．

　2．被験者

　被験者の特性を表11にしめす．また本システムで用いる高度な知識を

提供した熟練指導者の基礎データを表12に示す．

　3．可能性指標

　研究課題2一ユで検討された方法で，向上の可能性を推定することが可

能であることが示された．可能性の推定は可能性線形回帰分析33）を用い
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表12熟練指導者の基礎データ
身長（cm） 178．0±2．83

体重（kg） 76．3土4．64

年齢（才） 23．3±2．36

剣道歴（年） 15．0±2．94

y

Y冨A1＋A2　X

X

可能性
　　　×

×

現在の値

×

●　現在の値

○推定された可能性

⑧　推定された必然性

×　これまでのデータ

〉
x

図34可能性指標　　　．‘

て行っているが，可能性線形回帰では推定結果は範囲として求められる．

この範囲のうち，最も良い（大きいか小さいかは課題によって異なる）値

を向上の可能性と定義し，これまでその有効性が示されてきた（研究課題

2－1）．さらにその可能性を基にして可能性指標（Probability　Index，以下

PI）を，向上できる可能性の程度を示す指標として算出した．

　　　・　　P∫＝　皿；πecε5吻．x100
　　　　　　　　　　pmbαb曾醜び一πece35甜〃

ここでPTOδαbf醜〃は可能性を，πεcε35吻は必然性を表す．それぞれ可能

性線形回帰で求められた範囲のうち，最も良い値（P7・oうα～）f」lf‘31）と良くな

い値（πec¢53吻）である．このPIは最も良い値（可能性）と最も悪い値（必

然性）のどのあたりに現在いるかということを示すもので，100に近いほ

ど可能性を満足しており，0に近いほどまだまだ可能性があることを示し

ている．PIの概念を図34に示す．

　このPIは，パフォーマンスの向上の可能性の指標として用いること
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が可能である．しかしあくまでこれは，これまでのデータによる予測で

あり，100以上の値がでることがある．この場合は，そのときだけ被験者

が頑張ったのか，それまでに頑張らなかったのかは可能性指標からだけ

では判断出来ない．

第4節結果

1．経験則の抽出

　研究課題1一ユの方法を用いて，主観的評価を定量化しファジィルール

データベースを構築するための経験則をアンケートを用いて調査した．剣

道の正面打ちに関して動作の部分の主観的評価を経験則として整理すると

（1）剣先に力が入っていなければ，踏み込みをしっかりする．

②腰の上下動があれば，背すじが倒れないようにする

③腰が残っていれば，左足の引きつけを早くさせる

というものが得られた．このルールの抽出にはデルファイ法を用いて3

人の熟練指導者の意見を統合した．また，心構えの点でも以下のルール

が抽出された．

①剣先に力が入っていなければ，相手がいることを想像する．

②頭の位置の上下動があれば，目線を変えないようにする

（3）腰が残っていれば，体の力みを取る

　2．ファジィルールデータベースの構築

　ファジィルールデータベースは，前述の経験則をIF－THENルール48）

に変換しデータベース化した．このときにフォームのパラメータを更に

下位の入力変数（∬1～コP4）に分けて記述した．これらを図35に示した．

入力変数はそれぞれ，x1（剣先の速度），　x2（腰の上下動），　x3（上体角）であ

り後件部の出力変数はy1（右足の踏み込み巾），　y2（上体角），　y3（引きつけ

時間）とした．これらの前件部のメンバーシップ関数および後件部のメン

バーシップ関数を図36および図37に示した．それぞれのメンバーシップ

関数は，熟練指導者3人に被験者が素振りを行っているビデオ30本分
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（初級者から上級者まで）を見てもらい，指摘された点から各変数の最大

値と最小値を求め，π型のメンバーシップ関数の下底とした．そしてメ

ンバーシップ関数の上底は37．5パーセンタイル点と87．5パーセンタイル

点とし，全体の50パーセントが含まれるように設定した．

　各変数を用いて，経験則のファジィルール化を行うと以下のように
なる．

ルールェ；IFx王ls力がない

　　THEN　yl　is大きくする

ルール2：IFx2　is大きい

　　THEN　y2　is倒れないようにする

ルール3：IF　x3　is！」、さい

　　THEN　y3　is早くさせる

ルール4：IFxl　is力がない

　　THEN相手がいることを想像する．

ルール5：IF　x2　is大きい

　　THEN目線を変えないようにする

ルール6書IFx3三s港・さい

　　THEN体のカみを取る

第5節考察

1．向上の可能性の推定　　　　ご

　各被験者の可能性指標を表13に示す．本節では，剣道のパフオーマン

スで最も重要な剣先の最大速度の向上の可能性を推定した研究課題2．1の

推定式を用い，各被験者の可能性指標を算出した．この可能性指標の算

出には可能性の推定式を求めるための実験とは別に，素振りの速度を5

回計測しその最大値を用いた．

2．評価例

　本システムの有効性を確かめるために，6名の被験者について評価を

行い，熟練指導者の評価と比較した．
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表13各被験者の可能性指標

被験者 被験者1 被験者2 被験者3 被験者4 被験者5 被験者6

可能性（mm／s） 15524．90 12402．54 21539．63 15126．72 15697．10 15185．75

必然性（：mm／s） 11703．86 10355．82 11160．45 8956．32 9527．90 947335

評価対象（mm／s） 12384．60 14674．30 15102．10 20812．10 15136．20 15494．40

可能性指標 17．82 2ユ1．00 37．98 192ユ4 90．91 105．40

　システムの出力方式を図41に示した．また，出力結果の一覧と熟練指

導者からのアンケートの比較を図42に示した．

第6節小括

　本研究課題では，これまでの研究課題の結果を踏まえて，研究課題

1－1，研究課題1－2で明らかにされた熟練指導者の主観的評価の利用はも

とより，研究課題2－1で示された運動パフォーマンスの向上の可能性や，

研究課題2－2で検討された曖昧さを考慮した総合評価の各々の方法を有機

的に結合し，さらに動作の分析を2次元から3次元の動作分析に拡張し

た運動評価支援システムを構築した．また可能性指標を設定し，さらに

具体的な現状の把握を行いやすくした．また研究課題1－1，研究課題1－2

では直接悪い部分を直すルールをもちいて，改善指示を生成したが，本

研究課題では剣先の速度は踏み込みの巾から，頭の上下動は腰の上下動

から，前傾は右足の引きつけからそれぞれ改善するという経験的指示を

再現することができ，結果に示すように，おおむね良好な指示を生成す

ることが可能となっている．
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システムの出力　　　　　　　　　　　専門家の覇斬

出力なし

被験者1 出力なし

・振るバランスは間題なし

E姿勢が良い

E奇麗出力なし

出力なし
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踏み込みを

ｵっかりする to

・樋い

E剣先にカが入っていない

E前に出す距離をもう少

@し伸ばす出力なし

出力なし

一被験者3

@’
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　　　　　　■
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謔､にする
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1．0
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図42シ入デムの出力と熟練指導者の判断の比較
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第10章評価知識のネットワーク
による共有と分散管理（研究課題

3－2）

第1節目的

　運動パフォーマンスを評価する上で，人間の主観的判断は非常に有効

である．しかし，そのような主観的判断は個人個人で固有のものであり，

そのコンピュータネットワーク上の再利用や蓄積は今まで全く行われて

来なかった．しかし運動パフォーマンスを改善するためにはこのような熟

練指導者の知識の蓄積と再利用をはかることが重要であると考えられる・

　これまで，我々はファジィ理論を用いて熟練指導者の知識をコンピュー

タ上に再現性よく記述できることを示し，その有効性を確かめている．こ

の知識データはファジィエキスパートシステムのアプリケーションとし

て利用出来る様になった．しかし現在のこのアプリケーションは特定の

コンピュータ用（NeXT用）であり，知識の蓄積は可能であるが再利用に

関して不十分であると考えられる．

　そこで，本研究課題では上述の利用制限をなくしネットワーク上で

のファジィ知識データベースを利用する方法を開発する．そして運動パ

フォーマンス改善支援のためのネットワーク利用型エキスパートシステ

ムを考案する．コンピュータネットワークは，今後ますます発展し，多

くの人にとって身近な存在になることが考えられる．またネットワーク

を利用すると，データの分散管理が可能となる．利用データの増加にと

もないこれまでのような一元管理には限界があると考えられる．

　実際のデータのアクセスにはWWW（W。rld　Wide　Web）のブラウザ塵を

利用する．現在ネットワークに接続しているコンピュータで，WWWが
科用可能なものがほとんどであり，今後リリースされるコンピュータも

WWWのブラウザが利用出来ないものは出て来ないと考えられるからで

ある．ネットワークを利用する利点には以下のようなものが考えられる．

．ネットワーク上のどこに知識を蓄積していてもアクセスが可能．

’インターネット上の情報を検索するソフトウェア
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図44各プログラムの役割

第3節小括

　運動パフオーマンスを評価する上で，人間の主観的判断は非常に有効

である．しかし，そのような主観的判断は個人個人で固有のものであり，

その再利用や蓄積は今まで全く行われて来なかった，しかし運動パフォー

マンスを改善するためにはこのような熟練指導者の知識の蓄積と再利用を

はかることが重要であると考えられる．その利用方法として，コンピュー

タネットワークをもちいた方法を提案した．しかし本研究課題では栂念

とプログラムだけであるのでその有効催を確かφた訳ではないが，この

ような試みは全く初めてであり，他の分野での応用も可能なので今後の

課題とレて発展させていく必要がある．
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第11章ファジィ理論を用いた知
的障害者の体力分析の試み（研究

課題4－1）

第1節はじめに

　現代社会は，知的な発達障害者（Menta壌etarde§）（以下瀬H者と表鶏

する）に対する雇用法の適用，運賃割引鵠度など社会への参擁の機会を増

すべく努力が払われている．また，MR者と社会とのかかわりは今後ま

すます増大すると考えられる．しかし現実には，MRをもった人たちに

とって完全に住みよい社会が実現されているとは言い難い．その原因の

一っとして，MRをもった人たちの実態がよく把握されておらず，理解が

不十分であるという点がある．

　例えば体力・運動能カテストにおいては，Sengstock25），水野等19），波

多野8）はMR児の運動能力を，　Bundschuh等3），浅野等21，芳賀等7）はMR

者の全身持久力の測定結果を報告しているが，いずれの調査も健常者に

対する測定方法や指標が用いられており，健常者より劣ると報告してい

る．しかしMRを持つ人々は，テストに対する意欲やテストの理解力，検

考との相性等によって結果が大きく変化することが多々ある43）ので，既

存の方法でのテストの評緬には問題があると考えられる．これに対して，

Fernhall6）はMR者に適したテストによって調査をすることをi提唱してい

る．しかし，現実に新しい測定方法を開発することは，多くの時間を必要

とし，しかも今までのデータが活用できないという点が挙げられる．こ

れらのことから，既存のテスト項目を用いて，MR者の特性を考慮した

体力の分析・評価の方法を開発することが必要であると考えられる．

　1973年，Z磁eh53｝は「不適合性の原理」を発表した．このなかで扱う

システムが一定の限界を超えたときに，厳密で意義のある記述は不可能

であることを主張した．体力を分折・評価することは人間という非常に

複雑なシステムを記述することである。さらに，MR者・MR児の特性を

考慮した場合，曖昧さを含んだ体力の分析・評価は，より彼らの実態を

示しうるものと考えられる。しかし，曖昧さを含んだ体力の分析・評価

は試みられていない．

　そこで本研究課題では，MR者・MR児の特牲と人間に内在する曖昧
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表14被験者の基礎データの平均値と標準偏差
項目 男性（平均±SD） 女性（平均士SD）

年齢（歳） 3L1±10．27 41、8土12．62

身長（cm） 158．3士9．23 144．8±5．19

体重（kg） 57．0±9．07 53．4±9．16

IQ 37．5士10．94 36．5±10．42

施設入所時間（月） 101．3±55．44 147．1：ヒ38．81

さを体力の評価問題として検討するために，ファジィ理論を用いた体力

分析・評価の方法を提案し，その有効性を示すことを目的とした．

第2節方法

1．対象

　対象は，MR者の授産施設丁に入所しているもの，合計50名（男性

32名，女性18名）である．被験者の男女別の身長，．体重JQ，施設入所

時間の平均値と標準偏差を表14に示した．運動能力の測定項目は以下の

12項目とした．

（1）立位体前屈

（2＞伏臥上体そらし

（3）閉眼片足立ち

（4）握力（右）

（5）握力（左）

（6）背筋力

（7）立ち幅跳び

（8）ソフトボール投げ

（9）シャトルラン
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（10）50m走

（ユ1）上体おこし

（12）1500m，1000m走

第3節測定結果

1．MR者の体力特性

　i）健常者との平均値の比較

　MR者の体力測定における各項目の平均値を表15に示した．この平均

値は，各人の測定値（3回）の平均値を代表値とし，算出したものである．

また，健常者のデータは日本人の体力標準値第囚版38｝の標準化された平

均値と標準偏差のなかで，MR者の平均年齢（男性31才，女性41才）に

相当する値を採用した．これらを．比較すると，健常者の値に比べてMR

者の値がかなり低い傾向が見られた，

　ii）健常者との分散の比較

　健常者と障害者の分散の有意差を検定した．検定はF検定を用いた．

検定の結果を表16に示した．表12において，閉眼片足立ちをのぞいて，

MR者の方が有意に大きい項目が見られた．これらは個人差が大きいこ
とを示している．

2．正規性の検定

　前節では健常者とMR者の平均値を比較したが，これはどちらの集団

も正規分布をしているという仮定のもとに比較を行っていた．ここでは

その正規性について検討する．これらの有意性は統計的方法28）の“正規

性の検定”によった．尖度，歪度共の標本数は5qである．
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表15MR者と健常者の体力測定の平均値と標準偏差
グループ MR者（平均±SD）
項目／性別 男性 女性

立位体前屈（cm） 一8．4士12．12 一3．1±11．09

伏臥上体そらし（cm） 32．5±16．69 27．5±11．26

閉眼片足立ち（sec） 5．2±9．27 2．1±1．93

握力（右Xkg） 29．0士10．28 20．1±5．25

握力（左Xkg） 282±1α50 19．7±5．49

背筋力（kg） 70。6±37．40 43．9：ヒ18．70

立ち幅跳び（cm） 133．6±63．97 87．6±39．42

s。ftball投げ（m） 18．6士12．34 8．7±4．97

シャトルラン（sec） 19．3士10．40 20．8±5．56

50m走（sec） 12、9：ヒ9，00 15．4±6．41

上体おこし（times） 10．6±5．13 9．0：ヒ2．70

1000rn，1500m走（min） 9．8±5．37 7．8±2．40

・グループ 健常者（平埆士SD）

項目／性別 男性 女性

立位体前屈（cm） 11．3±6．20 13．8±5．70

伏臥上体そらし（cm） 49．4±8．40 50．1±7．30

閉眼片足立ち（sec） 77．0±81．00 77．0：ヒ81．00

握力（右）（kg） 50．1±6．70 3L1±5．00
握力（左）（kg） 50ユ±6．70 3ユ．1±5．00

背筋力（kg） 145．4±25．30 87．7±18．80

立ち幅跳び（cm） 219．0±3LOO 160．0±26．00

s・ftb温1投げ（皿） 47．2土7．10 22、4土6．10

シャトルラン（sec） 11．1±0．45 12．8±0．60

50m走（sec） 7．6土0．50 9．0±0．70

上体おこし（t三mes） 20．4±4．00 11、7±4．60

1000m11500m走（min） 6．2±0．40 5．3±0．44
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表16健常者と障害者の間の分散の有意差（5％水準）

項目 性別 結果

立位体前屈 男女共 MR者の方が大きい

伏臥上体そらし 男性 MR者の方が大きい

閉眼片足立ち 男女共 健常者の方が大きい

握力（右） 男性 MR者の方が大きい
握力（左） 男性 MR者の方が大きい

背筋力 男性 MR者の方が大きい

立ち幅跳び 男性 MR者の方が大きい

ソフトボール投げ 男性 MR者の方が大きい

シャトルラン 男女共 MR者の方が大きい

50m走 男女共 MR者の方が大きい

1000m，1500m走 男女共 MR者の方が大きい

　i）歪度の検定

　正規性の検定の一つとして歪度の検定がある．これは，分布の歪みを

表している．歪度の式は以下の様である．

　　　　　　　　　　　飢3＝Σ（x‘一π）3／π

　　　　　　　　　　　　　　f：1

　　　　　　　　　　　瓶2＝Σ（xr－x）2／π

　　　　　　　　　　　　　　f＝1
として，次の値を求める．

　　　　　　　　　　～／属「＝g1　＝：　τ713／（7丁L2価’）

この値は6であると，歪みがなく，正に大きくなると平均値よりも高い

値が多くあり，逆に負になれば平均値よりも小さい値が多くあることに

なる．各測定項目の歪度を表17に示した．

　ii）尖度の検定

　正規性のもう一つの検定として，尖度の検定がある・これは分布のと

がりを表しているものであり，以下の式で表される．

　　　　　　　　　　92＝：δ2－3＝（πし4／ηt塗）－3
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‘表17各測定項目の歪度
項目 歪度 結果

立位体前屈 0．05 11S

伏臥上体そらし 0ユ1 ns

閉眼片足立ち 6．46 ＊＊

握力（右） 0．11 ユユS

握力（左） 一α04 ns

背筋力 039 ＊

立ち幅跳び 0．05 n§’

ソフトボール投げ 1．14 ＊＊

シャトルラン 2．15 ＊＊

50rn走 2．52 ＊＊

上体おこし 0．08 11S

1000m，1500m走 2．48 ＊＊

（＊lp＜0．05，＊＊　」p＜0．01）

100



表18各測定項目の尖度
項目 尖度 結果

立位体前屈 2．07 ＊＊

伏臥上体そらし 1．89 ＊＊

閉眼片足立ち 58．94 牢＊

握力（右） 2．67 ’　11S

握力（左） 2．44
＊

背筋力 2．31 ＊

立ち幅跳び 2．05 ＊＊

ソフトボール投げ 3．68 ＊

シャトルラン 8．21 ＊＊

50rn走 10．70 ＊＊

上体おこし， 2．81 ns

1000m，1500m、走 11．75 ＊＊

（＊p＜0．05，＊＊p＜0。0ユ）

ここで
　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　77L4　＝Σ：）（♪（f一コ3ヒ：）4／？！・

　　　　　　　　　　　　　』1
正規分布の場合この値は3という値をとり，3より大きい場合はとがった

分布であり，3より小さい値は頂上が平坦な曲線を表している．歪度と同

様に表19に示した．

　歪度，尖度共に多くの項目で有意性が認められた．特に尖度が握力

（右）とSit　Ups以外のすべての項目において有意性を示したことは，こ

れらの項目が正規分布としては，尖りすぎかまたは，平たすぎることを

示している．

第4節ファジィ理論による運動の分析と評価

1．ファジィ理論を用いた運動の分析

　前章までの結果から，正規分布としてMR者の体力を分析することが

’難しいと考えられる．そこで新たな方法としてファジィ理論に基づいて分
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析する方法を考案する，ファジィ理論は1965年にL，A．　Zadeh49）によっ

て提案され，暖昧さを定量的に取り扱う基礎となった．曖昧さを定量的

に取り扱うために，ファジィ理論ではメンバーシップ関数によってその

曖昧さを特性づけている．本研究においてもその方法に則り，人間の運

動をその曖昧性を含んだ形でメンバーシップ関数として定義する，そし

て，各個人のデータを曖昧性を含んだ形でファジィ理論を用いて表現し

その特性を明らかにすることを試みる．

　2．メンバーシップ関数の定義

　ファジィ理論で用いられているメンバーシップ関数は多くのものが考

案されている34）．それらの中で本研究では文献48｝のπ型のメンバーシップ

関数を用いる．このメンバーシップ関数は図45の4つのパラメータによっ

て特徴づけられている．これらのパラメータのうち，as，　azは最大満足

（適合度＝1．0）区間を表し，bsとbzはメンバーシップのグレードが1．0か

ら0．5に低下する区間の長さを表す．これらの4つのパラメータを以下の

方法で算出する．これらのパラメータを，全ての項目について男女の値

を用いて算出した．

bs　asと各項目の測定値の12．5パーセンタイルの値の差の絶対値

細各項目の測定値の第一四分位点

az各項目の測定値の第三四分位点

bz　azと各項目の測定値の87．5バーセンタイルの値の差の絶対値

正規性の検定から分布が歪んでいるか，または尖りが平たい項目が多く

見られた．図45の各パラメータはそれらの値を反映する様に設定される

ことになる．さらに，隣iり合うメンバーシップ関数のグレードの合計は

1であるμ（∬∂＋μ（侮÷1）＝1という制約条件を用いて二つのメンバーシッ

プ関数を導く．ζれは，元のメンバー・シップ関数がMR者の運動能力の

“普通です”というメンバーシップ関数を表していると仮定できるからで

ある．この“普通です，，というメンバーシップ関数から・十分優れていま

す”というメンバーシップ関数と・・努力しましょう，・というメンバーシッ

プ関数を導くことができる（図46）．これらのメンバーシップ関数を用い

ると，MR者の運動能力をファジィ推論を用いて評価することが可能で
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図53評価の一例（立位体前屈）

ある．これによって生成したメンバーシップ関数は図47から図52の様で
あった．

　これらの算出されたメンバーシップ関数は，分布の特性を4つのパラ

メータで表したものであるといえる．これは平均値と標準偏差という二つ

の代表値で表すよりもきめの細かい表現が可能であるということになる．

3．ファジィ評価

　ここでは，前述のファジィ理論に基づいた評価がどのように行われる

かを示す．まず，個人を表すメンバーシップ関数を定義する．基準メン

バーシップ関数と同様に，個人の全ての測定値（3回×5セット），計15

個からas，　az，　bs，　bzの4つのパラメータを算出する．そして個人のメ

ンバーニシップ関数と基準メンバーシップ関数の適合度を計算する．適合度

は各基準メンパーシップ関数と個人のメンバーシップ関数のグレードの

min演算を行うことによって各評価の適合度を求めることができる．一

例を挙げると図53の様になる．この図では，“普通です”，“十分優れてい

ます”、“努力しましょう”の各基準メンバーシップ関数に，個人データが

どの程度適合しているかを表している．この例では，“普通です，，に0．18

で，“十分優れています”にLOでそれぞれ適合していることになる．
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　4．ファジィ理論を用いた評価と従来の評価の比較

　従来の評価では，三段階や五段階の評価を行うことが多い．一般的な三

段階，五段階評価は平均値と標準偏差を基準に求められる．本研究課題で

は三段階評価を用いているので，一般的な三段階評価を当てはめてみると，

　　（1）努力しましょう（More）

　　　　　　　　　　　　　　　♪ぐくx一σ

　　（2）普通です（Norm）

　　　　　　　　　　　　　フr一σ≦x＜ア＋σ

　　（3）十分優れています（Go。d）

　　　　　　　　　　　　　　　π＋σ≦x

　となる．このような通常の三段階評価を用いて評価した場合とファジィ

　評価とを項目別に被験者一人一人について評価した結果を図54から図57

　に示した．ここで，

item1立位体前屈

item2伏臥上体そらし

i七em3閉眼片足立ち

item4握力（右）

item5握力（左）

item6背筋力

item7立ち幅跳び「

item8シフトボール投げ

item9シャトr 泣宴V

1tem1050m走
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図54三段階評価の度数分布1

item、11上体おこし

三temユ21500m，1000m走　　　　　　　　・

である．従来法では，平均値と標準偏差を基準としているので，正しく三

段階に評価することができない（度数が0の項目が見られる）．これに対

して，ファジィ評価は分布に歪みが見られても正しく三段階に評価を行

うことが可能である．しかも，各評価に対してグレードとしてメンバー

シップ値を割り当てているので，さらにきめの細かい評価が可能である．

　また，非線形で，個入のデータの曖昧性を加味した評価が可能である．

第5節小括

　本研究では，MR者の特性と人間に内在する曖昧さを考慮し，ファジィ

理論を用いた体力分析の方法を提案した．要約すると

（1）MR者の運動能力は，一般人に比べると値は低い項目が多い．

（2）MR者の運動能力の分布特性は，正規分布をしているとは言えない．
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．図55三段階評価の度i数分布2
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籍、　難難纏雛灘難灘縫羅難．．．鱗難鑛

　　　　　図57三段階評価の度数分布4

（3）MR者の運動能力を分析するには，ファジィ理論を用いた方法が有

　　効であった．

㈲MR者の運動能力を評価するために，ファジィ理論を用いた評価方

　　法が有効であった．

　今後の課題としては，

　・運動能力だけでなく，動作の分析へのファジィ理論の適用

　・ファジィ理論を用いた身体能力の改善の可能性の定量化

　・人間の主観を取り入れた身体運動の評価

　・MR者の特性を考慮した測定方法の開発

などが考えられる，
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第12章可能性線形回帰分析を用

いた知的障害者の1500m走の記
録向上の可能性の推定（研究課題
4－2）

第1節はじめに

　現代社会では，知的な発達障害者の社会参加の機会を増すべく，雇用

法の適用や運賃割引制度など様々な努力が払われている．そのため，知

的な発達障害者と社会とのかかわりは今後ますます増大すると考えられ

る・知的な発達障害者が社会生活を送る上で重要な体力要素1ηに全身持

久性がある6）．全身持久性は労働に従事する上で必要であり，健康の維持

増進に大きな影響がある2｝．そのため，知的な発達障害者の全身持久性の

向上の可能性を正確に把握することは非常に重要であると考えられる．

　男性の全身持久性を表すのには，主に1500m走のタイムが指標とし

て用いられている17），しかし，1500m走の測定は∫知的な発達障害者に

とって非常に負担が大きく，測定不可能な場合が多い43）．そこで，他の

測定可能な項目から1500m走のタイムを推定する必要がある．一般的に，

このような推定には重回帰分析が用いられている18112）が，健常者の場合

と異なり，通常の推定方法は知的な発達障害者に対して有効ではない．こ

れは，知的な発達障害者の測定値の分布が正規分布と仮定できないこと

や，測定方法に対する知的な発達障害者の理解の程度が，測定時ごとに

異なるためであると考えられる．

　そこで，本研究課題では知的な発達障害者の1500m走のタイムを可
能性線形回帰分析33）を用いて推定する方法を提案する．可能性線形回帰

では，データの解析はファジィ理論49〕に基づいているので，正規分布の

仮定は必要ではない．そして測定値の変動は全て呵能性，，としてとらえ

られている．
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表19被験者の基礎データ

平均±SD
年齢 32．7±11．00

身長（cm） 160．0±7．46

体重（kg） 55．7±7．84

IQ 37．8土10．84

第2節方法

1，被験者

　被験者は，知的な障害をもつ男性20名であり，被験者の特性は表19
の通りである．

2．測定項目

　測定項目は，立位体前風伏臥上体そらし，閉眼片足立ち，握力（右），

握力（左），背筋力，立ち幅跳び，ソフトボール投げドシャトルラン，50m

走，上体おこし，1500m走，の12項目とした．これらの項目は，6ケ月

間に3回を1セットとし3セットの測定を行った．ただし，1500rn走は

各セットごとに1度だけ測定を行った．測定方法は日本入の体力標準値

第4版38）に準じて行われた．

3．可能性線形回帰分析の説明

　可能性線形システムとは，係数がファジィ数である線形システムをい

い，次のように表される．

γ＝ノ11竃1十…十ノ1祀皿7t

ここで，xは通常の数値であり，んはファジィ数である．このファジィ数

んは左右対称なものとし，図58のようであり，擁‘（αf，c‘）で表す．このと

き，αぎは中心を，c‘は中心からの幅を表す33｝．

　この可能性線形システムで出力Yを計算する．係数の可能性分布が
ゑ‘で与えられたので，Yの可能性分布μγ（ωは拡張原理49）から，
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μA　　　　Ai
LO

一　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　図58対称なファジィ数

　　　　　　　μγω』3包Pμ鴻、（α。）〈…人≠蝋αn）

　　　　　　　　　　　al炉ux
で表される．ただし，a＝（α1，…，α。）であり，　x＝（銑，…、瓢。γである．

ファジィ係数ん＝（αf，Cのを求める問題は，以下の線形計画問題に帰着

できる，

　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　囎碁cl勾1＝J（c）

　　　　　　鋤e蜘≦々轡c剛ゴー・，…，切　．

　　　　　　　　　　　：附≧讐ll勾11喫1

　第3節結果ll∵．堂　　∴ヨ7－

　1．測定結果　　ゴ“、　一．．．冠1’∬

各測定値の平均値と灘偏差を動1こ示した．

　これらの測定項目と1500m走との相関係数を求め表21に示した．
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表20各測定項目の平均値と標準偏差
目 平・値±SD

立・体則屈（cm） 一12。6±12．53

噺上そらし（cm） 32．4±16．28

閉眼片足立ち㈲ 2．8±227
（Xkg） 29．3±10．68

力（x起9） 28．9±9．34

肋　（kg） 62．1±26．91

立ち幅跳び（cm） 135．7±54．36

ソフトボール投げ（m） 19，82土12．5

シヤトルラン（s） ユ7．47士8．32

50m走（s） 12．48±ユ1．18

上体おこし（times） 8．75士6，10

1500m走（m三n） 9．60±3．96

表211500m走の記録と他の項目の相関係数
項目 相関係数

立・体則屈 一〇．3282

伏臥上体そらし 一〇．6507

閉　　足、 一〇．5639

力（）・ 【－ O．5965’

力（エ） 一〇．63．5

’力 一〇β099

立ち涙跳び 一〇、7ユ73

ソフトボール投げ． 一〇．679蔓

シャトルラン O．8259

50m走 0．8331

上体おこし 一〇．4475
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2．推定モデル

　15001n走との相関が0．6以上の項目を推定のための説明変量として採

用した・そのため本研究における全身持久性の推定モデルは，

　　　y＝A・エ・÷融2桶3エ3＋編4＋卸5÷オ6コじ6＋滋7竃7

となった・ここで，亀は伏臥伏臥上体そらし，範は握力（左），鞠は背筋

力，鋤は立ち幅跳び，鞠はソフトボール投げ，％はシャトルラン，劾は

50m走である．

　3．推定式

購澱墾親騨野撫蕪暮鋤墓微耽糠幣
少からの幅）の二つのパラメータで表現できる33｝．

　　　　　　　　巧＝（0ρ01，0・OOユ）¢2＋（q，0・OO1）皿4

　　　　　　　　　　　十（α458，0）コ：6

　　　　　　　　巧　昌　（α001，0．001）∬1＋（0．023，0）∬2

　　　　　　　　　　　十（0．002，0）コ：4十（O．141，0）コ：描

　　　　　　　　　　　＋（0・33タ，0）3τ

　　　　　　　　巧＝（α138・0）湿1＋（αq381α003）躍・

　　　　　　　　　　　十（0．021，0）コ：3十（0．006、0）z5

　　　　　　　　　　　÷（0．171，0）＄6十（0、ユ08，0）コ：7

　・　　　　　　｝亀＝　（α01，0・003）∬1＋（0．011、0）醇2

　　　　　　　　　　　十（0．001，0）∬4→一（0．056，0）コ35

　　　　　　　　　　　十（O．1工6，0）コ：o十（0．623，0）エ7

　　　　　　　　｝「5　　：＝　　（0，0．024）士1÷（0．505，0）ユ7δ’

　　　　　　　　　　　十（0．260，0．049）エ7

　　　　　　　　蝿＝（α026・α0。5）記吐（α058，0）3・

　　　　　　　　　　　＋（αユ⑩0。・恥÷（0・372・・｝鞠、

　　　　　　　　　　　、千（α217，0＞岱・

　　　　　　　　賄」（α039，0｝部1冒＋（0加01）躍、

　　　　　　　　　　　十（0．003，0．00ユ、）ユ：4十（O、O．006）ユ：5

　　　　　　　　　　　十（0．121，0）コ70十（0、408，0）ユ37

　　　　　　　　｝急　　：＝　　（0．039，0）コ：1÷（0，0．Ol2）ユ：2

　　　　　　　　　　　十（0．065，0）ココ5十（0．866，0）ユ：7

　　　　　　　　yb　　＝＝　　（O．692，0）コ：1十（1．013，0）ユ32

　　　　　　　　　　　十（O．119，0）需3十〔0．011，0）ヱ4

　　　　　　　　　　　十（1．847，0．172）店5十（O．171，0）コ：血
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　　　　｝～o　　＝＝　　（0．028，0｝τ1十（（L209，0）詔2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　　　　　　　十（O．024，0）コ：3十（0．173，0）エo

　　　　　　　　十（0．033，0．014）エ7

　　　　yi　1　　＝　　（0．013，0）2：2十（0，0．OO2）：韮3

　　　　　　　　十（0．004，0）エ4十（O．367，0）エo

　　　　γ三2　　＝　　（O．OG2，0．001）ユ73十（0．OO4，0）2：4

　　　　　　　　十（0．GO4曾0｝25十（0．663，0）躍7

　　　　｝i5　　：＝　　（06043，0．003）詔ユ十（0．031，0）2：2

　　　　　　　　十（0．002，0）ユ：3十（O．403，0）コ：7

．　　　　　　　｝亀4　　＝　　（α098，0．001）エ2十（0．OO5，0）忠コ

　　　　　　　　十（O．015，0）コ：4十（O．056，0．019）湿5

　　　　　　　　→一（0．26，0＞2：7　　　　　　’

　　　　｝ノi5　　＝　　（0，0．005）詔1十（0．007，0．004）エ2

　　　　　　　　十（0．081，0）2：5十（0．37ユ，0）ユ：o

　　　　　　　　十（G・034量0）コ：7

　　　　呂6＝（0・013、α006）2・＋’（0．024，0）毎、　　　　　　　　・

　　　　　　　　＋（0．006，0）店3十（0．001，0）躍5

　　　　　　　　＋（o．48，0）缶7

　　　　｝三7　　：＝　　（0．042，0ン置2→一（O．065，0）ユニ3

　　　　　　　　→一（O，0．OO8）』4十（0．19，0）ユ35

　　　　　　　　十（O．042，0）2：6→一（0．245，0．03曼｝エ7

　　　　y三8　　：＝’　（0，0．012）ユ21一ト（0．011，0）ユ茸3

　’　　　　　　　　　　　　　十（0．744，0）ユ：7

　　　　y｝g　　＝　　（0，0．006）コ：1・十（0．256，0．（）22｝コ：2

　　　　　　　　十（0．021，0．007）ユ：4十（O．558，0）コ：5

　　　　巧d嵩（0，0・032）詔・＋（α193，0）謬・、

　　　　　　　　十（0，0．011）コ：3十（0．464，0，126）：む5

　　　　　　　　＋（0・334・0）2・　’　　　，一τ　一

これらの推定式は∫αi＞0という拘束条件を用い：ているので，0である

係数が見られる．求められた推定式から得られた推定区間を，図59，図

60及び図61に示す．これらの図は各セットごとにまとめてある．
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図591500m走の記録の：推定区間（1　set）
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図601500m走の記録の推定区間（2　set）
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第4節向上の可能性としての推定値

1．可能性の推定とその妥当性

　前章で求められた推定区間のうち，最も小さい値をパフォーマンスの
・・ ?繧ﾌ可能性”と定義し，個人個人について，1500m走のタイムの向上

の可能性を検討する．そして，推定の妥当性を確かめるために，4度目の

1500m走の測定を行った．4度目のユ500m走の測定値と可能性線形分析

による推定値および同じモデルでの重回帰分析による推定値を，表22に

示した．

　可能性線形回帰を用いた推定値は，個々人のデータのばらつきを考慮

して向上の可能性が推定されている．20人の内1分以内の推定が行えた

ものは9名，またほぼ推定値に近いものは7名で，20名の内，計16名

が推定範囲内に4回目の測定値が入ってきている．これに対して，4名の

ものが推定値以上の記録を出している．しかし，その4名の内推定範囲

と測定値の差が1分以内の者が2名おり，これらのものはほぼ推定でき

ていたと考えられる．また，重回帰分析による推定値では，非常に良い

推定が行われている（工D1，　ID4，　ID12など）場合もあるが，マイナスの

値やほとんどゼロの値（1D2，　ID9），非常に大きな値（ID11，　ID20）など

が算出されており，MR者に対して重回帰分析では限界があることを示

している．

第5節小括

　本研究では，ファジィ理論を用いて，全身持久性を推定し，その向上

の可能性を示す手法を考案した．結果は．以下のようであった．

（ユ）可能性線形回帰を用いて，15001n走のタイムを個々人のデータのば

　　らつきを考慮して，推定範囲を求めることができた．

②求められた推定範囲の内最も良い記録を“パフォーマンス向上の可

　能性”と定義し具体的な到達目標として設定できた．

（3）“パフォーマンス向上の可能性”は，20人中18名について妥当な推i

　定を行っており，具体的な到達目標としては十分利用可能であるこ

　　とが示された．
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表22可能性の推定の妥当性の検討
被験者 1500走 可能性線形回帰による推定 重回帰による推定

ID1 5．01 4．59 4．89

ID2 5．35 5．18 一〇．63

ID3 12．19 11．88 6．52

ID4 10．41 9．95 10．26

ID5 9．04 8．14 5．46

ID6 10．11 9．07 7．91

ID7 6．37 6．87 7．41

ID8 11．25 ユ0．19 4．33

工D9 12．11 15．84 0．47

ID10 14．44 12．66 ’　　　　　6．56

ID11 4．48 4．56 56．08

ID12 6．31 6．08 5．86

ID13 6．34 5．99 3．90

IDI4 8．4 6；96 12．26

玉D15 7．56 6．39 9．98

ID16 52 5．03 10．69

ID17 7．60 7．50 12．04

ID18 8．05 6．73 6．71

ID19 13．21 12．19 18．31

ID20 ，　9．02 9．09 100．5ユ
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第1節総括的考察

　本研究では，“運動パフォーマンスを改善する”という課題に対して，

様々なアブローチを行い，最終的に運動パフォー・マンスを改善するため

の支援システムを構築しその大きな目的を達成した．全ての研究課題に

共通している概念は“人間の曖昧さをどうとらえるか”というものであり，

本来誤差として処理されてきた人間の曖昧さに積極的に取り組むことに

よって，人間の運動の新たな一面を導くことが出来た．本研究で重要な

役割を演じているのがファジィ理論である．これは1965年にMITのL．

A．Zadehによって提唱された“曖昧さ”を取り扱う理論である．このファ

ジィ理論に則って，“運動パフォーマンスを改善する”という大きな問題

を小さな各研究課題に分けて課題の達成に取り組んだ．

　研究課題1では，専門家の主観的判断を定量化する方法として，ファ

ジィ理論を用いた方法の有効性を示すことを検討した（研究課題1一ユ）．そ

して，定量化した主観的な情報を用いて実際に運動を評価し，本手法の

有効性を検討した（研究課題1－2）．研究課題ユでは運動パフオーマンス

の評価法に着目し，運動パフォーマンスの評価方法として，熟練者の評

価方法を考慮に入れて，ファジィ推論を用いた方法を提案した．運動パ

フオーマンスの評価パラメータとしては，フォームに対して振り角，踏

み込み位置，足首角，上体角，踏み込み幅を選択し，運動能力に対する

パラメLタとしては脚筋力，片足立ちを用いた．定量的に測定したこれ

らの値を用いて運動パフォーマンスを評価した結果，熟練者が行ってい

るのと同等な評価が可能であった．更にファジィ推論を用いて評価を行っ

ているので，フォームが多少変動してもその変動を吸収し，再現性の高

い評価を行うことが可能であった．また，本研究で用いられた手法で運

動パフォーマンスを評価するための熟練者の知識の蓄積が可能であるこ

とが示された．

　研究課題2では，可能性線形回帰分析をもちいて目標パフォーマンス

の向上可能性を定量化することを目的とした（研究課題2－1）．また全体評

価ρ指標としてファジィ主成分分析を定式化し，曖昧な情報を含む場合の

総合評価の方法を検討した（研究課題2－2）．問題解決の重要な特徴には，

目標が必要であるという点が示されている．研究課題2．1では対象の運

動パフォーマンスを剣道の素振り動作（面打ち）の剣先の打突速度とした．
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これは剣先のスピードが剣道のパフオーマンスに大きなウエイトを占め

るからである．そして，剣道の打突速度の向上の可能性を，上体の上下
動，移動距離から推定する方法を可能性線形回帰分析を用いて定式化し

た．その結果，可能性線形回帰を用いて，打突速度を個々人のデータのば

らつきを考慮して，推定範囲を求めることができた．また研究課題2．2で

は，曖昧さを含んだ情報を処理するために被験者を知的障害者とし，彼

らの就労や社会復帰の可能性を推定する上で非常に重要な体力・運動能

力の総合評価をファジィ主成分分析をもちいて定式化し，その有効性を

検討した．その結果，曖昧性を考慮しながら知的障害者の運動能力を総

合的に評価することが可能であり，研究課題2－2の手法の有効性を確か

めることができた．

　研究課題34では総合的な運動パフォーマンスを改善するための，支

援システムを提案した．これは人間の曖昧性に着目し，運動の評価，言

語的指導，改善点の言語的表現総合評価からなるものであった．その

結果，研究課題1－1，研究課題1－2で明らかにされた熟練者の主観的評価

の利用はもとより，研究課題2－1で示された運動パフォーマンスの向上

の可能性や，研究課題2－2で検討された曖昧さを考慮した総合評価の各々

の方法を有機的に結合し，さらに動作の分析を2次元から3次元の動作

分析に拡張した運動評価支援システムを構築した．また可能性指標を設

定し，さらに具体的な現状の把握を行いやすくした：さらに研究課題3．2

として，評価知識のネットワークによる共有と分散管理を検討した．研

究課題3－2はコンセプトとプログラムだけであるのでその有効性を確か

めた訳ではないがこのような試みは全く初めてであり，他の分野での応

用も可能なので今後の課題として発展させていく必要があることが示唆
された．

　研究課題4－1および研究課題4－2は，曖昧性を考慮した評価法の有効

性を確かめるために，体力評価問題として検討した．そのため知的障害

者の体力を分析し，分布によらない評価が可能であることを示した（研究

課題4－1）．その結果MR者の運動能力は，一般人に比べると値は低い項

目が多く，MR者の運動能力の分布特性は，正規分布をしているとは言え

ないということが明らかになった．またMR者の運動能力を分析するに

は，ファジィ理論を用いた方法が有効であり，評価する場合もファジィ理

論を用いた方法が有効であることが示された．そして可能性線形回帰分

析という手法を用いて，知的障害者に具体的な到達目標を設定する方法

を検討した（研究課題4－2）．その結果，可能性線形回帰を用いて，1500m
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走のタイムを個々人のデータのばらつきを考慮して，推定範囲を求める

ことができた．また求められた推定範囲の内最も良い記録を・・パフォーマ

ンス向上の可能性”と定義し具体的な到達目標として設定できた．さらに

“パフォーマンス向上の可能性”は，20人中18名について妥当な推定を

行っており，具体的な到達目標としては十分利用可能であることが示さ

れた．これらのことから，人間の運動パフォーマンスの改善や体力の評

価分析には本研究でもちいられた手法が有効であることが確かめられた．

第2節要約と結論

　本研究では人間の運動が本質的に曖昧さを含んでおり，この曖昧さは

人間のような複雑なシステムを解析する上で避けられない問題であると

いう観点から，運動パフォーマンスを改善するための支援システムを構

築した．それぞれの研究課題からの目的と結果は以下のようである．

（1）専門家の主観的判断を定量化する方法として，ファジィ理論を用い

　　た方法の有効性を示すことを検討した（研究課題1－1）．

　　（a）専門家がもっている知識をメンバーシップ関数をもちいて再現

　　　　性よく表現することができた．

　　（b）曖昧な情報の取り扱いが可能であった．

（2）運動パフォーマンスの評価方法として，熟練者の評価方法を考慮に

　　入れて，ファジィ推論を用いた方法を提案した（研究課題1－2）．

　　（a）熟練者が行っているのと同等な評価が可能であった．

　　（b）フオームが多少変動してもその変動を吸収し，再現性の高い評

　　　　価を行うことが可能であった．

　　（c）運動パフォーマンスを評価するための熟練者の知識の蓄積が可

　　　　能であることが示された．

（3）可能性線形回帰分析（ファジィ理論）を用いて，打突速度を推定し，

　その向上の可能性を示す手法を考案した（研究課題2一工）．

　　（a）可能性線形回帰を用いて，剣道の打突速度を個々人のデータの

　　　　ばらつきを考慮して，推定範囲を求めることができた．
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（b）求められた推定範囲の内最も良い記録を“パフォーマンス向上

　　の可能性”と定義し具体的な到達目標をとして設定できた．

（c）“パフオーマンス向上の可能性”は，具体的な到達目標として

　　は十分利用可能であることが示された．

（4）曖昧性を考慮した総合評価の手法を確立し，ファジィ主成分分析を

　用いた知的障害者の体力・運動能力の総合評価を定式化した（研究

　課題2－2）、

（a）曖昧性を考慮しながら知的障害者の運動能力を総合的に評価す

　　ることが可能であった．

（b）曖昧性を含んだ情報の合成が可能であることが示された．

（5）これまでの研究課題の結果を踏まえて，研究課題1－1，研究課題1－2

　　で明らかにされた熟練者の主観的評価の利用はもとより，研究課題

　2－1示された運動パフォーマンスの向上の可能性や，研究課題2－2

　で検討された曖昧さを考慮した総合評価の各々の方法を有機的に結

　合し，さらに動作の分析を2次元から3次元の動作分析に拡張した

　運動評価支援システムを構築した（研究課題3－1）．

（a）可能性指標を設定し，さらに具体的な現状の把握を行いやすく

　　した．

（b）経験的指示を再現することができた．

（6）運動パフォーマンスを評価する上で，有効な人間の主観的判断の

　　コンピュータネットワーク上の分散管理方法を提案した（研究課題

　3－2）．

（a）コンセプトとプログラムだけであるのでその有効性を確かめら

　　れず，今後の課題とした．

（7）MR者の特性と人間に内在する曖昧さを考慮し，ファジィ理論を用

　いた体力分析の方法を提案した1研究課題4－1）．

（a）MR者の運動能力は，一般人に比べると値は低い項目が多い．

（b）MR者の運動能力の分布特性は，正規分布をしているとは言え

　　ない．
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（c）MR者の運動能力を分析するには，ファジィ理論を用いた方法

　　が有効であった．

（d）MR者の運動能力を評価するために，ファジィ理論を用いた評

　価方法が有効であった．

（8）ファジィ理論を用いて，全身持久性を推定し，その向上の可能性を

　示す手法を考案した（研究課題4－2）．

（a）可能性線形回帰を用いて，1500m走のタイムを個々人のデー

　　タのばらつきを考慮して，推定範囲を求めることができた．

（b）求められた推定範囲の内最も良い記録を“パフォーマンス向上

　　の可能性”と定義し具体的な到達目標をとして設定できた．

（c）“パフオーマンス向上の可能性”は，20人中18名について妥

　　当な推定を行っており，具体的な到達目標としては十分利用可

　　能であることが示された，

第3節今後の研究課題と研究の限界

　本研究は，人問の曖昧さを体育の観点から扱つた初めての試みであ

り，さらに多くの課題が明らかになった．また本手法での限界も明らか

になった．

研究の限界

・本研究で扱う知識は，専門家の方から調査するものであり，その専

　門家が知らないことは，システムは知りようがない．これは本シス

　テムが知識のソース（源）に非常に多く依存していることを示して

　いる．本支援システムの限界は調査対象に限定される．

・本手法での評価は現在ある知識しか利用出来ない．新しい技や新し

　い理論体系が生まれたときそのままでは対処出来ない．

・厳密な運動力学モデルに立脚していないので，間違ったルー・ルを構

　築する可能性がある．

これらを踏まえて，今後の課題として以下のものが考えられる。
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今後の課題

・新たな知識を獲得するために学習機能を付加する．

・言語ベーヌの指示だけでなく，グラ7イカルな指示を出来るように

　する．

、・力学的モデルに基づいた，運動の効率なども判断基準に付加出来る

　ようにする．

’・指導を受ける側の鯉腰素も考慮する．

・改善支援システムがどの程麟効肺るか検証する・

1を7
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ファジィ推論を用いた運動評価支援システム†

杉本光公＊ユ安信誠二＊2

　巡ホ11パフ才一マンスは’その運動にかかわる動11重を含む峨果“であると建義されて」∫り，この迅動パフォー

マンスを総合的に蒜『価することは現状を改善するためにも抵製なことである．現在迅動パフォーマンスほ二つ

の1而から割函されている．一つは体力衙かちの評価で．各体力嬰粥〔筋力，筋持久力．敏轟ヒ｛焦平衡個i、瞬ケ邑

力，全身持久性等，を個々に測定し，その合ll峰｝点や棚箪化した合成変猛でli刊面されている．もう一うは、校術

禰からの評価で，スキルテストによって測面されている．しかし，総合的な運動パフ才一マンス13。それらの

物理的指標を，己に搬驚やコーチの織駿財に従って錦1価されるというのが一般約である．人澗の迅動パフτ一マ

ンスを簿価する上で，このような主哉的判断に頼らなければならないのは，運動パフォーマンスが人問本米に

rh米†る暖喋さを内戦しているという点と里また人澗の運動が非常に洩雑iであるために・厳密で意味のある記

述が不可能であるという2点からである．本研究では，このような澗題点を改鞭するために，人間の巡動パフ

ォーマンスの評個に対して，7γジィ推胎を用いた方法を提案する．7アジィ都給を川いることによって・人
澗に内在する曖瞭さを包台した形での註言F価が可能であり，また熟練指導労の継験則を川いて，非線形な評価を

再現性良く行うことが可能となった．　　　　　　　　　　　・

キーワード：フ7ジィ椎論，運動パフォーマンス，荊竃価

Lはじめに　　　　穿；響撫；麗雲盤袈鱗鵬
　迅動パフォ・一マンスは”その運動にかかわる動作を　　法としてに，人闘の暖昧さを吸眼するために，77ジ

含む成呆騨であると定義されており［3］，，この運動パフ　　ィ椎論を川いる．

オーマンスを総合的に1評価することは現状を改善する　　対象とする運動はペナルティ・スポット｛ベナルティエ

ためにも重要なことである，現在，迅動パフォーマン　　リァ内のPKをけるポイント）かちの正確なシ轟一ト

スは二つの而から謂祀iされている．一つは体力而かち　　でキック動作としてはインステップキック1二分類され

の詐価で，各体力要素｛筋力，筋待久力，敏捷姓，平衡　　るものである．このキックの特徴としては正硫で，最

難，瞬発力，全身持久性簿）を佃々に瀾定し，その合計　　も力強いシュートが打てるということである．このキ

得点や標即⊆化した合戒変量をもって評価されている　　ックはキックの基本であリ，またサッカーの研究の中

［1〕．もう一っは，技術獅からの解価で，スキルテスト　　で徽も多く取リ上げられており，その疋要難が示され

にようて貫：F価されている｛2〕．しかし，総含的な運動パ　　ているからである［2〕．本研究では，まずコーチがどの

フォーマンスは，休力要素の測定値やスキルテストの　　ように迅動パフォーランスを秤価しているかを調流し，

得点などの物理的指標を元に監驚やコーチの経験瑚に　　人糊の主観的判断に基づいたli可…価を行うシステムを構

鎚って，言1刊面iされており，人潤の主観r向判断が重要で　　築する．

ll磁繍辮漏搬讐馨糊2．運酬フオーマンスの評価の現状
主観的な判断に頼っているからである．この原因とし　　2．1バッテリーテスト（組テスト）一総合体力指標

て（1）人闘の機能や行動‘ま非常に複維であるので，厳密　　　体力を構戒する要詳量は非常に多く，猪飼1962［3ユに

に記述しようとすればするほど現実控を失ってしまう．　よると，囲ユの嫌に分類される．しかし体力そのもの

｛2）人醗の披能や行動1二は木来的に1慶昧さが存准する．　　は企構i戒要素が総合されて身体に蜥わり，斬たに櫻碍

という点が考えられる．そこで本研究では，入間の運　　されるものである．これらを測定するために，筋力や

助パフォーマンスを多禰的にとらえ、人間の繕験川に　　排久力さらには紳経系の能力指縦となるような休力の

崔S叩，。，晦s，糊，。1三．。1。、、d・h蜘11楠r＿，・、，，，曲』構成麟の測定侃酬1み創・せて俸力を総合的に湘i

　F鱒yl｛鞘り111“貿　　　　　　　　　　　　　　　　する試みは古※より多く行われている．しかしそれら
・、懸器器騨9、辮゜ili　Y＾5UN°！’U　　の齢価せに1珊して言澱が多く．特｛、どの搬力・標

♀撫，悶・・輔・・1“…dSI川「酬゜11c聲・U“i…い’∫ll訂艇あるとか刎されていると翻最況には撫て

哩筑波大学嬬澁工学県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し・ない．そこで，本研究ではエキスパートの指摘する
　i脆蝋u覧艦of　l二nにirl駐輩rill踵Mecllmlじ5，　Univ電r5iIy　orr51魚lb“
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享響灘聖1ウ　マンス囎燕とし㈱3澱パフオーマンスの改善

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．1熟隷バ7オーマンスの特徴

22スキルテ対　　　　　　　　遜動パフォ岬ンスカ敬鞭れ醐会．以下の艦
　　スキル礎靴して代勤なものは・1（即P［4〕のっいて，熟櫛のパフ肥マンスに鮒いて行くこと

ものである・　　　　　　　　が示されている［6〕融隷者のパフォーマンスの撒は
　　　麟スキルは儲の正確さで・またしばしば・最小の9舳の柔棚…あるい購励働る

糊とエネル静あるいほこれち瀦で論ら就め　ll励作の和鴨勧がある
　決められた結果が生じるような学習された能力であ　　i沿タイミングが良い

飢この繊の強締は・スキルの戒果は報によつω行為の系列1脚識がある

　て虫し・斬しい運動パターンの組織化は掌習の緒果で　　vl近い将来のできごとが兜運せる

　あるということと，スキルは宿的をもった行為の逆行　　vi）動作のスムーズさが兄られる

　において筋肉の協応を余む髄懸的な運動であるという　　サll｝単なる部分動作の熟練だけでなく迷続し，艶行す

　ことである．このようなスキルを詳価するために隷々　　　る操作を一つのまとまりで把掘できる

　なスキルテストが考案されている〔5⊃，それちは，罠的　　サi董）冗長皮が高い

糎によって次の3つに頒することがで筋．　　i・励作の鋤化燃じてし’る㈱と轍磁少）

ω各翻厳る醐糠翻給オ，せて，搬励と隷ている鴻緬の点のうち漆職では一L
　　　遡1技能の現状を鯛ぺようとするもの　　　ii）・ili）・vi）・軌i・》の点に糊し・遡」パフ門

　（2）ある特定のスポーツの適性を調べようとするもの　　マンスの熱練度を霊苧餌する・これは・iのは外見上斜断

　｛3）ある特定のスポーツの技能の現状を調べようとす　　が困難であるために，またv）は測に高皮なチームプレ

　　　るもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一などで鉱要な特徴であるので，キック動作において

　　本論文で取りあげるものは，〔3）に属するテストであ　　は必要がなく，またvii）は述競し非行する撚作を一っの

　る．聯定のスポーツ授能の現状を鋼ぺる場合それぞれ　　まとまりで把握という点が・どのような構戒要業をも

　の運動種団について，その金体の技能を網成している　　っているか定義困難であったため川いなかった・

稚技能を・いくつ憾択し・そ妨のi醐3酷　3．2醐，ぐフ胆マンスの改鞭デル
’回欝によって瀧しようとするスキルテストカ吻’・鵬パフォーマンス微等凱上述礁鋤あパフ

しかし実際には，佃人簾を測定するテスト醐給押マンスとの継を少なくするように行わ描とす

樋た鮒で細の姻が繍猷ても’る雑の擁るな嶋運動パフォーマンスの鰭モデ耀即の
の徽を尉こ ﾄは少ない・　　　　襯乏すことが覗である．このシステみ1・おいて，

　　　　　　　　　　　　醐　　　　鵜　　　　　　一　　黙練指導者は運動の遂行者の働作に対して，上述3．ユ

　　　　　　　　　　　　　　　　　獅　　　　　＿　　の各点について虫観的に諺平価し．どの醸が改善すべき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点であるかを判断する，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この判断は熟練指鱒ζ者の脳内に妃録されている感覚

　　　　　　　　　　　　　　　　　凶鮒　　　　　　　　撮の基準となる尺度を豪していると考えられる．本研

　　　　　　　　　　　　　　　　　魏翰　　　　　　　　究で｛ま，このような黙継指襟労が確立している判断基

　　　　　　厨「僅コ「置三ヨ鑛婿二；銭審盃説轡艘ξ響軸、
　　　　　　　　　　L虚…二＝〕指潮の舗1をイ槻髄もっ徹すことを膳す，ま
　　　　　　　　　　　　　　　L璽＝：＝コた燗本納な麟さをファジィ臓はって轍し
　　　　　　　　　　　　　　　己茎≡≡≡≡⊇、より撒に肌た窮1・働ステ聴蹉す．

　　　　　　　　　　腎
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鵜　獅
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図2　運動パフ嫁一マンスの改瀞モデル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして左右つま先点，左右足賞識、左黍大転子燃雀

4．ファジィ推論を用いた運動パフオー　右麟鳥左右ひ隙識縛猷，頭嚇の13点
　　マンスの評価方法　　　　　と，ポールの帖ボールの轍5。、，，碗瀦澱い

4」　ファジィルールデータベースの構築　　　　　　たマ・一ク2点を窪牽測点として会欝15点を用いてデジ

　ファジィルールの初期設定を行うために，鵬前にア　　タイジングを行った．

ンケート調査を行つた．インステップキックを行って　　　ファジィルールデータベースは，4．1の繕験綱をHへ

いるビデオ画傑を3人の専凹家（サッカー経験年数14　THENルールに変換しデータベース化した．このと急噛

年以上｝に児せ，改善すぺき京を由由記述フノ式で紀述し　　にフォームのパラ〆一タを斑に下位の入力変数（荊

そもらうた。籠述された改善点の｛・で二人以上に紀述　一為）に分けて紀述した・こ描を臨に示した・また

されている徽し糊こ強調されている特徴をフォー　この照は莫際のデータの一例である・入力変数はそ

ムのパラメータとして探用した．この改善指示を繕験　　れそれ，κ。（振り角）・滝（踏み込み位謝・論｛足狩角）・

粥として整理すると　　　　　　　　　　　　　　　義（上体角｝・為（踏み込み帳）とした・これちのλ力変数

（Dもし踏み込みが浅ければ，もう少し踏み込ませる　　のメンバーシップ醐数は圃5に示した・それぞれのメ

（2）もしバックスイングが劒なければ．バック対　ンパーシップ醐ま・㍗チ3みにインステッブキッ

　　ングを大きく取らせる　　　　　　　　　　　　　　クのビデオ30本分｛初級労から．ヒ級労まで）を兄ても

（3）もし蹴り足の足首が伸びていなければ，判1ばさせ　　ちい，指摘された点（例えば、f踏み込みが狭い」と判

　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断さ瓦たビデオ画1鱒から各変数のの鼓大鮭と厳小硫

また体力要素のパラメータとしては，　　　　　　　　　を求め，右形のメンバーシップ鮒数の上底とした・そ

ωもし燐くなければ，鰯∫を鮒さ燭　　　してメンバーシップ関数の下鶴撫を左艦15倍
㈲もしバランスが悪け丸ぱ，立ち足を安定させる　　　ずつ広げ，全体として4倍となるようにした。また，

というル＿ルが撚できた．　　　　　勧要素のパラメータは・擶力・バランス勧で代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表され．るとし，体力要i素の入力変数を。為｛蹴り建の脚

遇ユ　システム構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸展筋力）と筋｛立ち足の開眼片足立ち能力）とした．

　本研究におけるフ7ジィ騨価システムの構戒に麟3　　　銑一ηの変数を用いて，経験獅のフ7ジィルール化

の搬であった．ファジィ薦…佃システムは・運動の逆行　　を行うと以下のようになる．これらのルールには全て．

者が爽際にキックしているピテオ画像を入力とする・　　デフォルトとして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」レーノレ　　ΣFvaluab童a　ls　j繍st，

　　　　　　　　　　　ムλ力箕数
‘撤術・体力，　　　　　　　　　　　慧語的撫灘

　　　　Ψ　　　　　　77ジぜ銅1翼シス苧ム

　　　T1｛EN　Non
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
のルールをもっているものである．これは入力値が適

嬬であった場合，操作が伺も必要でないことを添して

いる．　　　　　　　　　　　’

ピタ硬置臓老　　　　　　　糞‘ヒ星餅ら．捧鐸を

デジ，イジンヴ　　　　　君籍に翼撲

＜：」　、　　　　〈〉
，，ジイみ一拶

鱒　♂ぜ・一轟

旧■覧”F翼i臨■1

　粕ε霞，
雪ψ6卸F貰書翁一

　智獅‘閥・

77ジ｛
撞践

一ン

奏購Y　　ルールの修蕪

賃叩A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賦叩是

囲き　　システム碑戒

厨4圏フォームの入力変数
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ルー搖繧煙ｾ、n磯樵i葺ill‘kwa「d　5．キックパフオーマンス鱒価及び改善

ル＿ル2：王Fκ、is　narrow　and類s　broad　　　　　　　の指示

　　　THENエ・．　i・P】・s　a・d副・Mi…　　　5．1キックパフォーマンスの評個

ルール烽hI翫11、n飛w　　　　需手鰍して・N1（サ・力鞭し）・N2｛サ・か

ルール4：1恥i、week　　　　　　歴13」F）を被儲とし・本システムを∫「1し’てキックパ

　　　THEN論i、　Plus　　　　　　　フオーマンスを言怖iした・ファジィ撚紺筒靴寸1鵬
ルール5：1F訪i呂！oW　、　　　　　　　　　　　　法を川いた．NLN2のκ1一喬までの測建値と1町略化

　　　TKEN埼is　Plus’　　　　　　　　了lll論法による改ギ蛸旨示を豪aに示した．

　後件部のPlu5およびMinusは・その変数の倣を増　　　ここでの操作飛σのPlusまたはMinusの訂llは」良

やす儲または・その爽数の伍を減らす”に対応するフ　　いパフオーマンス”かちの四盛を豪していると労えら

7ジィ集合である．これを操作景びと定鞭し図6に示　　れる・そこでこのσの操作藍の絶対赦の総和が全休諦

した．これは最大で±30％の変化を饗数に与えるもの　　価の指擁となると考えれらる・これを変数の個数と・

である．また．μ（κo切胃1．Oである時の操作童は±　　ひの取り得る厳零9）絶対値で糠継化したものをパフ

O．0％である．　　　’　　　　　　，　　　　　　　　　オーマンス指探」ワとして以下の式で建義する・

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　ヘノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　幽’噌．肋裏1醐　　　 このパフオーマンス指標Dはパフォーマンスの冊

　　　　　　　　　　　　　　　’　・’、．．．　　　　緬の指標として川いることが可能である．この指捕D

　　∵搬掌．“°｛反｝司勘粥。耀圃　は…に鮒オtば近ヤ・ほどパフォーマンスが悪く・改

　1州　　　　　　　　　　　。囲　　　　　　　　　　　　　魯点が多いことを示している．上述の被験勲’2名のパ

　　L　　　ヂ、ノ艸……　　　1’　　ノ浅1……　　　　　フォーマンス指擦0の値を比較すると，NlはO．71，

　　　…、’畷一　　一・，’・・恥・，　N2は・．39であうた．また徽験労の操㈱σ礁
・　．∫、ハ．　　ノ甑．．　かち．・Nlはすべての項［1につ、、て囎が必獅ある

・　‘°．㌦搬響に”哩よ1謬軸　力㌔醐力やバランス能加粉であるということカ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析’できる，それに対してIN2は脚筋力とバランス能
　　ロセの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のへ
　　　1．　　　　　　　　　　　，　　．＿．＿＿　　　　カが欠けてはいるが，全佑としてのバ7オーマンスは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　～～　　　　　　かなリ良いという結封塁を群くことができる．

　　　　　　　　　　　　　　　．ノ　．　　’．㌃．　　　　　　　　　　5．2　1雪置吾臼句i｝旨導

　　　即’鵠瑠軸　ガ犠諭1噛　　川磁酬」1；・1枷撮火平粧撚ント。ピーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計算により，3～5のカテゴリーに分けるのが良いとさ

一　1州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れている［8〕．本研究では泥のソ∫向と負の方向に3つず
　　！．o
　　　　　　ノ　㍉ノ　　　　　　　　　　　　　　　　つのカテゴリーを設定した．すなわち正のブノ向には“非

　　　　㌧”犠剛　　　　　　　　　　勲蝋llと書糊旨示！此

帥　蘭’‘0　50　50殉

　片足立昏供7｝

｛胆do）

　Lo

図5　ノンパーシ・77’1期数
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Nユ N2
λ力曇随 冥醐恩 楓惨担吊鼠 媒榔ロ 韓餌増昂貫

翼置｛d叩｝ 5，．言 十コo．o瓢 昌3．7 十：5．o鶉

翼2‘m〕 ・o．且3 十コo．09も o．01 十〇．o舗

冨ユ｛d叩⊃ 9L4 十，Lo瓢 竃7〒．ユ 十〇．o郭

罰｛d叩， 161，菖 一，監．09も ：轟5．1 一〇．“郭

翼5‘司 Loコ 十16．o鶉 L3訟 十〇．o覧

置61k‘｝ 昌Lo 十15．o属 75．自 十コo．o覧

麗7｛・噌G oL5 ＋15，0異 Io．o 十塾o．o瑞

92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VO田Noj



ファジィ推i論を」羅いた運動評衝支擾システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戯7

常に大きく嚇，“大きく”，“少し大きく軸，また負の方肉

には師非常に小さく脚，“小さく獅，脚少し小さく“の5つ

を選んだ．そして〆ンパシップ赦を指探としで，ひlt彗s　　．

の場合，O．0－O．3は“少し大きく蛉，　O．3－O．7は“大

きく御、0．7－1．Oは紳非常に大さぐ”に，またminusの

場合は，O．0－O．3は“少し小さく”、　G．3－O．7は“小

さく齢・°・7酬L°は麟紺に4’さく讐に対麟也舗　　　　卿システムの鋤　　1
的指瀦に変換し幽力した（図7）．この出力は．、鵬前に

熟練指導幾によるアンケート鋼資の指導｛図8｝と同等i

な結果であった．

6．おわりに

　本研究では，運動パフォーマンスの；1；1恥i方法として，

熟練燃の評価方蟄を労慮に入れて唇ファジィ推論を川

いた方法を提纂した．巡勤パフォーマンスの羅輪1パラ
メ＿タとしては，7オームに対して振り角，踏み込み　　　　　　　　　図8　黙練指瀦滑の指示．

位灘．足1首角，榊ヒ体角，踏み込み傭，を選択し，運動

能力に対するパラメータとしては脚筋力，片足立ちを　　　　　　参考文献
用いた．定量絢に測建したこれらの値を刑いて運動パ　　　1）R．」．Sぬephard，∫η脚f確～1兜’プbη’1ωコごα螂雌弄’r即‘‘げム

フォーマンスを評飢した結渠，熟練者が行っているの　　　．Canadi加Socc。r　Association・ユ974・

と購な1㈱1が礁であった．更にファジ、禰酬　2）i蜘蝋“サ・か刎燃『垂糀とスキルテスト・W’科
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　　スを改善する　　　　　　　　　　　　　　　　　’g｝廣μ1瀟，あいまい制御知能ロポット．ウグロウヒルプ

（2｝3次元の巡動を訓三価できるように拡張する　　　　　　ヅク，、g85．

（3）吏に烹皮なチームプレーの1；㍉…嫡に遮月1する

など搬られる1　　　　　　－　　1欝こ1｛馴制：；
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パイオメカニズム学会雄，VoL20．　No．4（博96）

可能性線形回帰分析を用いた知的障害者の

　　1500m走の記録向上の可能性の推定

杉本光公＊浅見高明料
　　　　Abs驚ract

　　　　As　many巳ffor竃ha5　becn　mado　lo量ncro臼se竃h己oPPor1uniヒy　of　lh650da！par【loipant　ofth‘individロa1窪wi竃h

　　　mcn亀al　rclaτdaヒlon　in　modom　50cioty。匡h弓己ontao由凱w昌cn喧h唱individu副5　whh　m¢猷昌1　rcτorda巴bn　ond巳hc

　　　sooie【y　wm　i照ea50　mor色8nd　more．　Whcn　lhc　individua15　wi：h　mo飢al　rc【arda【ion　Ioad　Ihc　sooia11ife。1ho

　　　ono　of　the　mo5τimpomn巳phy5ical　fac且or　i5竃o：al　body　endurance．　So　it　is　impomnUhat　w昌secur弓こho

　　　probabiliIy　ofimproving　lhe　lo【al　body　cnduranco　performance　prcoi5c！y。　Wo　aro　u5cd　10　mca甜ro【ho∫ocord

　　　of　1500m　run　for！ho　indica【or　of　cnduτa回oo　porforrnan¢c．　Bu【it　i3　vory　h魯rd竃o　moa5urc　for【he董ndividuai言

‘　　with　m信n匿al　relardaIlon．　So　wo電ry【o　o5竃imat■1hc　rocord　fromαher　physlca！fac【or．　Gonera！けIho　mu1【lplo

　　　r88ros5ion　aτo　u30d巴o　apply　such　the　os1｛maにion，　budonho　individua1s　w｛｛h　me爪al爬tardalion，　mロ1Iiplc

　　　regr信33ion　i5rゴこava刊able　bocau5¢【hcir　daこa　di3町ibu［iorl　d㏄s　no【fItこho　normal　di5監ribu監ion　and　1h自ir　undor－

　　　5tanding　of巴he　mca＄uring　mothod　is　differont　oaoh　m巳置3uring　Iimo．　So　wc　propo鵠thc　method　which　can

　　　os1ima【o　Ihe　ro己ord　of　1500m　run．　Thi5　me【hod　u50　Linor　Pτob旦biliしy　Regression，　which　ba50d　on　lho　Fuzly

　　　Theory．　Tho　Fuzzy　Thoory　is　proposod　from　L．　A．　Zadeh　in　I　965．Thi§thcory　u5e　momborヨhlp　funじtion

　　　in3tead　ofpopulaIlon　valuこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　Th。5ubject5　c。n515にd。f20　individuals　with　m。n｛al　r。面a｛i。n　agcd　32コ士1LO．　Th。　tesτ1‘εm5　wヒ爬Sτ副一

　　　ing　trmk口o苫lonl　Trunk己x吐on310n，　CIo50d・oyo3　foo【bal菖nce，　Grip　3しrong竃h（R．L）。　Back　5tren呂【h、　S10nding

　　　long　jbmp，　Soft　b匙H　thτow，　Shu賦lo　run，50m　run，　Si監ups　and　1500hl　rurL

　　　Tho　ro5ul【we「e　a3　foHow5：

　　　　・Th唱mclhod　u5ing　probabilily　lin¢r　reg爬sslon¢oロld　c5：im飢e【hc　r“nge　of【h己rc‘ord　o〔500m　run．

　　　　1The　meζhod　u5董ng　Probabi1重Iy　Iinor　rogro35ion　ooロld　numcrlcally　3c【the　otサecしof　irnproving　Perror曽

　　　　　　ロロじし
　　　　・Thc　c51imalcd　r且nge　which　wa∬ol”【he　improving　Probabnl【y　of　porfoπpanco蛇was　vory　valid　ran8c．

　1，はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　要であると考えられる．男性の全身持久力を表すのに

現代社会では，．知的な発達障轡者の社会参加の機会　　は，主に｝500m走のタイムが指標として用いられてい

を増すべく，雇用法の適用や運賃割引制度など様々な　　る6｝．しかし，150G凧走の渕定は，知的な発達障書者

努力が払われている，そのため，知的な発達障筈者と　　にとって非常に負担が大きく，測定不可能な場合が多

社会とのかかわりは今後ますます増大すると考えられ　　い1ユ｝．そこで，他の測定可能な項目から1500飢走のタ

る．知的な発違障害者が社会生活を送る上で重要な体　　イム’を推定する必要がある．一般的に，このような推

力要素4）に全身持久力があるユ1．全身持久力は労働に　　定には重回帰分祈が用いられている臥7）が，健常者の

従事する上で必要でありユ），健康の維持増巡に大きな　　場合と異なり，迦常の推定方法は知的な発違障害者に

影禦がある1｝，そのため．知的な発達陳害者め全身持　　対して膚効ではない．これは．知的な発連陳書者の測

久力の向上の可能性を正確に把握することは非常に重　　定値の分布が正規分布と仮定できないことや。測定方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法に対する知的な発達障害者の理解の程度が，測定時

　　　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　．　ごとに異なるためであると考えられる．可能性線形回

晒6年4月IO8受付　　　　　　　　　　　　　　　　婦において可能性はメンバーシップ関数で表現されて
1筑波大学大学院体育科学研究科　　　　　　　　1　　　いる．このため分布の形に依存することなく曖味性を

職灘綴鵜＋1　　　L表現できる・このよう獺を鰍た可能性線形回帰
〒305っく1姉天王台1」1叫　　　　　　　　　　　　　分析は皿回帰分析の自然な拡張となっており，曖昧な

藁二i備1灘嚇鵬艦鵬繍沖　薫；纒翻：驚㍑乳夢募難昇
r噛d血【i。n），墨50Qm走（量500m則n｝，　　　　　　　　　　　　して頑謎である．本質的に曖昧性を含む本研究の場

パフか一マンスくP己rf。rmancの　　　　　　　　　　　　　　合，重回帰分折ではモデル化が困難であり，可能性線
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tO

　　　　　　　　1　　　　　1・可能性線形モデル（賦）による推定区冊ろの中
　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　に，与えられた出力ろが存在する．

　　　　’唯角〉謡轟魏漏！灘3棚1

　図1　対称なファジィi敗
Fi＆I@Sym繭1㎞鵬 @　　　　囎£咽　（4）

．，
@　　　　　　　　　　　で求めることができる．．ただし，α器（α，，…，α．）で

Ai－・ @鶉：凝（驚i二繍灘ら鰭あ繍鰯毒
　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

｛　　　　回帰頒の問題は次のよう碇式イヒされる・

形回帰の方が適していると予想される．そこで，本研　　　　　　　　　　　　　　伺

究は知的な発達障害者の工500m走のタイムを可能性線　　この可能挫線形システムで区間係数！亀，（縣臼）を求める

形回帰分折1ωを用いて推定する方法を提案する．持　　問翅は1．の拘束条件の元に2．の自的関数を最小にす

久走能力のパフオーマンスを他の能力から推定可能で　　る，すなわち線形言†画問題に帰着して解くことができ

あるかどうかは，本論文では明らかにはできないが，　　る．

本手法は曖昧なデータを含む場合の可能性の推定を行　　　22被験者

う方法を示すものである，可能性線形回帰では，デー　　　被験者は，知的な障害をもつ男性20名であり，被験
クの解析はラ7ジィ理論13｝に基づいているので，正　　者の特性は表1の迎りである．

規分布の仮定は必要ではない．そして測定値の変動は　　　213測定項目

全て”可能性”としてとらえられている．　　　　　　　　測定項目は，立位体前屈，伏臥体後反，閉眼片足立、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち，　握力（右），握力（左），背筋力，立ち幅跳び，ソ

　2．方法　　　　　　　　　プトポール投げ、シャトルラン．50m走，上体おこ
　2．1可能性線形システムの適用　　　　　　　　　　し，1500m走，の12項目とした．これらの項自の測定

　可能性線形システムとは，係数がフ7ジィ数である　　は，測定項目毎に3回の測定を1七ットとして行った．

線形システムをいい，次のように表される．　　　　　測定期問を6か月とし，この6か月聞に3セットの測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行った．この6か月間に被験者は警段より体育重視

　　　　η＝陶塑＋…　＋塩η．　，　　　　（1）　．　の生活（トレーニング）を行った．このため各測定項目

あ瓢轍雛纏撚驚驚笛　港1灘羅簾一㎞
のようであり、ハ，（飾ri）で豪す・傷は中心を，　c，は中

心からの幅を表す1°）・このとき，式1のろは，

Yj富（ακノ・Clx／1）　　　　　くz）

　豪1被験者の基磯データ
Tablo　l　　Tho　ba5i己daI識of5ubjoo暉5

’ average±SD

ago 32．7士11．00

hcight（cm） 160．O±　7．46

w。igh【（kg） 55．7±．7．84’

IQ 37，8士10、84・

ilem av。rag¢±SD

Slanding巴rロrlk　noxion（cm） ・】2．6±12．53

Trunk。翼t。n5i。n（己m） 32．4士16．28

CIo50dicyc」roo【b乱hnこc（5eo） 2．8：ヒ2．27

GriP．5【rcng山（R）（k8） 29．コ±10．68

Grip　51陀ng艦h（L）（kg） 28．9±9．34

Back　stにng哩h（kg） 62．1±26．91

StIlnding　longjump（cm） ！35．7土54．36

S。f【b且lhhr。w（m＞ 19．82±12．5

Shuu1。　run（3巳c） 17．47土8．32

50m　run（5c巳｝ 12、48士lI．18

Si【up5（【1鷹3） 8．？5土6．！O

1500m　rm（mln） 9，60±3．96

幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一192一



バイオメカニズム学会誌，Vo繊6．渥O．4｛1卯6）

1総鵬 Co冗隠ola星ionεf員donoy

Stand…【喀tr廿nk魏cx…or篭 。0．3282　．

T而nk　OXton5bn ・O．6507

Clo鵬d－¢y¢5　fbo山旦lanoc ・α5639

G6psζrc霞9εh（R） ・α5965

Gdp　5lr。ng書h（L） ・0．635

B丞。ks鵬ハ8山 ・α6099

s芭a貸d…ng聾o旧匡8」“rnρ ・O．7173

So庶balhhrow
・O．6794　　卜

Sh瞭】emn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陰 O．8259

50飢nm α833ユ

Si【ups　　一 曜　心．4475

の測定回i数は9回となった・ただし・1500孤走は6各　　　　　　　＋（0・OQ2，0）メ4÷（0・14！・O）％

セットごとに1度だけ測定を行った・測定方法は日本　　　゜　　　＋（O・334・O）朽　　　　　　　　、　（6）

人の体力標準値第4版ll｝に準じて行われた．　　’暫　　　　γ3昌　（0．138，0）荊÷（0．038，0．OO3）κ2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争（O。02塞，0）ズ3＋（O鰹006，0）詫・5

3．結　 果　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　，　　　　　　　　　　　｛・（O，17Lo）κ6＋（O．…08．◎）κ7，　　　（？｝

3．1　測定結釆　　　　　　　　、　　・　　　　　　　　γ4　＝　（0．01．0．OO3）x婁＋（0。On．0）エ2

　各測定値の平均値と標邊偏差を表2に示した．　　　　　　　　　÷（O．OOI，O）燕÷（O．056、　O）ズ5

こ．れらの測定項目と150◎m走との栢関係数を求め麹　　　9　　　＋⑩．ll5、0）κ6÷（（応23．O）朽　　　㈹

に示した・　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　y5　昌　（0，α024）荊＋⑩・505・O）縮

3．2　推定モデル．．　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　＋（O．260，0．049）為　　　　　　　　　（9）　　・

2。の標本で1％灘で有為な樋聖》（05以上）の囎　　γ、昌（。．。26．。．。05）κ、や（。．058，。恥

を推定のための説明変量として採用した・そのため本　　　　　　　＋（OjqO．001）潔ユ＋（0・372・0）κ6

研究における全身持外力の推定モデルは，　　　　　　　　　　÷（0．217、0）κ？　　　　　　　　（m）

　°　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ？　＝　（O．039，0）κ1÷（0，0，001）ぎ3

　　　　　　　γ：：ノ㌔満㌧＋ノ1L2x2＋ノ～3κ3。←　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　＋（O．003．0．001）議こ4手（O．　O．OO6）κ5

　　　　　　瀦・κ・州5κ5M6ぎ6手み7・7　　・　　　　＋（0・121・°｝ざ6＋（°・4°8・°）ぎ7　（U）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ3　＝　　（O・039・0）xI＋（◎，O・Ol2）・サユ

となった．ここで，4ま伏臥』体後反ズ2は握力（左）、　　　　　　　＋（0．065．O）ぎ5＋（0．巳66．0）朽　　　（12）

凝ま背筋力。x4は立ち幅跳び・x5はソフトボール投　　　yg　得・〈0・692・0）州＋（1・Ol3・O）遡

げ，よ6はシャトルラン，κ7は50m走である・　　　　．．　　　　　＋（Oj19・O）κ⊃千（0・OlLO）κ4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　†（L847・0」72）ぎ5・｝（O・竃71・O）κ6　　　（！3）

↑・b瀧膿幡。農黎鵬裳繊壁艦繍　　　　Iy・°呂碧ll潔）硯鰭轟呈）㌫。　　“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（0．033．0．014）．τ7　　　　　　　　　　　　　（董4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ盲」冨　（O．01・3，0》ぎ2＋（0、0．OO2）濯3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（0．004、0）x4十（O．367．　O）κ6　　　　G5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ12＝　（Oρ02，0．OO　I）も＋、（αOO4，0）へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷10・004・0）潔5寺（°・663・0）・・？　㈹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yu　；　（0．043，0．OO3）κ1÷（O．031，0）κ2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（0．002．0，、Ψ⊃＋（O．403。O）淘7　・　　　（葺7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yl≧1蟹　（0．098、α001）よ2＋（0．005，0）も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　季（o・015・o》∫4＋（o・056・o・Ol9》潔5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋（O・2610）！曜7　　　　　　　　　　　　　　　　　　（匿窪）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ15＝’（。、0・。。5）ぎ誉＋（0・。。7、。・004）・・2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・←（O・08塞，O）潔圏5＋（O・37し0）・サ6

　　　　　　　　　　，’　，　1∵　　　　　．　　　．　　　　、　　　＋（0・034・O）・ぐ7　　　　　　　　㌔　（19）

．3・3推定式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ肇6、．ロ　（O・013・O・OO6）ぎ護＋（0・024・O）遡

　前述の線形計画問題を解いて，綜験者一人一人につ　　　　，一　　＋（0，006，0）κ⊃÷（0、◎Ol，0）．￥5

いてファジィ係数を求めた（式1～式2ω，　　　　　　　　　　　　＋（α48．O）㌔　　　　　　　　　　（20）

これらのフ7ジ、イ数は母1に示さμるとおり，αf仲　．，γ罷ゴ＝．（O，042，0）よ2＋（O．065、0）も

心）と臼（中心からの幅〉め二つのバラメーダで表現で　　　’　　　遍O・O・◎08）極÷（O・19・の燕

きる匠O》。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』・　　　　　＋（O・042．0）π6＋（O・245，0・035）κ7　（21）

　　　　目　　　　　幽　’　”　　幽’　　幽　1　　　’　　　　γB　＝『　（0、α012）ハ＋（0、011、0）メ3

　yl　＝　（0．OOi，0．00Dκユ＋（OlαOα）κ4　　　・　　・　’・　．．÷（◎．744、　O）ぎ7　　　　　　　　　　（22）

　　　　　　÷（。、458、。）x6　　　　　（5）’γ，1・（。・α0。6）・1・（0・256・。・。ユ2）・、

　γユ冒（O．。OLO．◎0りκ，＋く0・023．◎）・2　　　　　　÷（°・°21・°・0°7）ぎ・＋（α558・0）・5（23）

一重’
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y2。富　（0，α◎32）ぎ【＋（0」93、　O）κユ　　　　　　　　こ・れらの推定式は、αi＞0という拘束条件を用いて

　　　　＋（O，αGlDも軽α464．0・126）x5　　　　いるので，◎である係数が見られる・求められた推定

　　　　＋（0・334、0）x，　　　　　　　　（24）　　式から得られた推定区濁を図2，面3および図4に示
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す．こららの図は各項薗ごとに9働の澗定（3回x3セッ

ト）のう．ち，各七ットごとにまとめてある．そのた　　　衷“向上の可能性とその妥鮨性

め洛人ごと鉢ずつ喋定醐が｛尋られている・　丁醐鞭alldily°f蜘lbn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PLR：Pr◎b議b撒yli鰹r¢帥3sion参MR：Mω艦ip1亀rc星r心s5io“、

　4、向上の可能性としての推定値　ド　　　ー
　4．エ可能蝕の推定とその妥当性

　前章で求められた推定区悶のうち，最も小さい値を

パフォーマンスの墓’向上の可能性”と定義する．可能性

線形回帰分折では求められた推定区問全てが、集現値

としての可能性を有する10）ので，推定区閥の最小値

を実現可能な臼標値としで設定することは県体的な目

糠の設定という意味で意義があると考えられる。そし

て個入欄人について夢1500m走のタイムの向上の可能

姓を検討する．可能性線形回帰を駕いることによっ

て，偲々人のデータのばらつきを考慮して向上の可能

性を推定ずることができる．本研究で見積もられた向

上の可能性の推定値に対して、4圓因の測定との偏麗

平方和を取ってみると．可能挫線形回爆からの推定植

では，2？3であった，また重働帰分析では薫菰4礁7であ

り可能性線形回帰のほうが非常に嵩い鞘度で推定でき

ていることを示している．また，豪4において4回圏の

測定値（藻準値）土5％の範囲に推定値が入ウているの

は，可能性線形回帰では14名、蓮回漏では3名であ・

り，可能姓線形回帰の方が血圏帰分折より良好な推定　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　（r漁）

が行われている」

‘
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　5．論　議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標としては十分利用可能であることが示された・

　本硬究で1ま、従来ほとんど行われていない、知的障

書者の運動能力”置500m走”の記録向上の可能性を定量

化することを試みた．可能性を表現する方法として可　　　欝辞：本研究を進めるにあたり，筑波大学欝造工学

能性線形回糠分折を採用した、可能性線形回帰分折ば　　系安据誠二教授，筑波大学体育科学系後藻邦夫助教授

回帰モデルが媛味さを含んでおり，本翫究におけるモ　　に多大なるご指導を賜りました．ここに深く感講致ま

デル化には従来法より適切であると考えられたからで　　す．

ある．この根拠は，

1．可能性線形回帰では変数の変動を全て可能性とし

　　てとらえる　　　　　　　　　　　参考文献
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D浅野勝巳，熊谷秋三，長友睦美，松坂晃，平＊

2，可能性線形回帰ではシステム自体に媛昧性を包含　　　　場浩二，加簾晋一：請神遅郡者の走行トレー二

　　している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ングの有気釣作業に及ぼす影響に関する研究．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学体育科学系紀要，6．133・！45，（1997）、

3．可能性線形回ノ刷ま人隅を構成要素としで含む撤な　　2）F娼mhal1、　B、：p』ysical轟朧s5　a舶。民。rci＄c｛rainin論呂

　　システムのモデル化に有効でわる　　　　　　　　　　of　i翁6i￥1由al5　w滴購n竃al獄群d撮1帆擁疏掴‘β雇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5e’α！cε’η51ρor’5｛｝’1ゴ｛皇」ζ己」℃盛∫ε．韮0，443ロ448謄（！91｝3）．

などが考えられる1の，本研究において被験者は知的　　　3）FomM1，　B．，　Tym。son，　G！L、　Wεb3tcr、　G・E：Car一

璋害者であり，健常者に比べてデータのぱらつきが大　　　　61御as醐a浦㈱ss　of鵬鰍崩y淵a識6　i磁i》i由al3，

きく、暖昧さが大きい．そのため従来の確率モデルに　　　　湾如μ副ρ’胆’ζβ’ε4惚σ”酬ρ照艘r舷艮5，12．22．

よる推定より可能性モデルによる推定の方が適してい　　　　（1989）．

ると考えられる．本研究に用いられた手法は，部分的　　4｝猪飼道夫：身体運動の生理学，杏林書院、

に難知な蕾報を含むシステム｛人閥を含む）をモデル北　　　　（lg73）．

するのに有効な手法であると考えられる幻．さらに，　　5）岩原儒九郎：教育と心理のための推趾学臼本文

入溺の判断などの主観的曖昧さを含むシステムも記述　　゜　化科学社，東京，（蒐957）．

可能である。これは可能性線形回帰がファジィ理譲に　　6｝松濾義行：体力測定法、朝愈書店，（艮983＞．

基づいているためであり，この特性はメンバーシップ　　7）松浦義行；体育・スポーツ科学のための統誹

関数の特性に負うところが大きい韮3｝．　　　　　　　　　　学，朝倉書店、｛抄85）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻B本フ7ジイ学会編：講座ファジィ6ファジィ

　6。おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　OR、日刊工業新聞社，京京，（1993）．
本研究で1ま，可能性線形回帰分折（ファジィ理論）を　　9＞Grorg心W．　Sncd¢c¢r　and　Wmlam　G・Co苫hran：5η1・

用いて，全身持久力を推定し，その向上の可能性を示　　　　7￥5刀αに擁ε鮒003，6麟‘6～融携丁拙ま。糀S｛蹴　。

す手法を考案した．結呆は．以下のようであった．　　　　Uniw5ity　Pr。£s。、（1967）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）田中英夫：ファジィモデリングとその応屠，朝
1．可能性線形翻蕩｝を用いて疹15¢◎擶走のタイムを　　　　倉書店，束京，（圭99◎｝・

　　個々人のデータのばらつきを考慮して，推定範囲　　H）東京都立大学体育学研究室編：B本人の体力擦

　　を求めることができた．　　　　　　　　　　　　　準値第四瓶，不昧堂，東京，（lg8g）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三2）矢部京之介，三田勝巳、響＊久，巡村鱗作。水

1求められた推定範囲の内最も良い記録を”パ　　　　野異由美，若林慎一郎1請神迎瀞児と自閉症児
　　フォーマンス向上の可能性”と定義し異体的な到　　　　の体力・遅動能力，体育の科学，29｛】①，？40・

　　達自標をとして設定できた．　　　　　　　　　　　　743，（197タ〉．

　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　13）Zadoh，　L．ん：Fu瓢z、y‘α5，ノ’りb〃書α”θ’置σ’星‘∫ごo月f避o’．8，

3．’8パフオーマンス向上の可能牲“は，20人中M名に　　　　338－353，（1965｝，

　　ついて妥当な推定を行っており，重画帰分祈よ弓

　　良好な結呆が得られた．そのため具体的な到達目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

一196－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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ファジィ理論を用いた知的障害者の体力分析の試み

　　　　　　杉本光公，後藤邦夫

　　　スポーツ教育学研究，16（2），1996



1　はじめに　　　　　　　　　　　2　方法

現鰍会は，舳醗達障鰭（以下憾者と2・ユ対象

表記する）に対する雇用法の適用・運賃割引制度な　　対象は，MR者の入所授産施設丁に入所してい

ど社会へ鯵加の搬を増すべく努加｛鋤れてる者冶計5。名（馳32名姓・8名）である，
いる・また・M賭と社会とのカ’かわり齢後ます被験者の徽別の娠，体重，IQ誌設入所欄
ます増大すると考えられる・しかしi現異には・MR　の平均と標津偏差は表1の様であった．運動能力の

をもった人たちにとって完全に住みよい社会が簸測定囎は以下の、瀕靴した、甑これらの

されているとは言い難い・その原因の一つとして・囎は日本入の体力灘鱗四叛・2）磯定方法に

MRをもった人たちの実態がよく把握されておらず」　準拠して測定を行った．

理解が不十分であるという点がある、例えば体力・

運動能カテストにおいて1ま，Sengsむook玉゜｝，水野等　　1．立位体前屈

9），波多野6｝はMR児の運動能力を，　Curεton2）等，

FemhaU4｝等，浅野1｝等，芳賀5）等はMR者の全身　　2．伏臥上体そらし

持久力の測定結呆を報告しているが，いずれの調

査も健常者に対する測定方法や指標が用いられて　　3．閉眼片足立ち

おり，健常者より劣ると報告している．しかしMR

を持つ人々は，テストに対する意欲やテストの理解　　4．握力（右）

カ，験者との相性等によって結果が大きく変化する

ことが多々ある14｝ので，既存の方法でのテストの　　5．握力（左）

評価には問題があると考えられる．これに対して，

R皿血a玉13｝はMR者に適したテストによって調査を　　6．背筋力

することを提唱している．しかし，現実に新しい測

定方法を開発することは，多くの時間を必要とし，　7・立ち幅跳び

しかも今までのデータが活用できないという点が

挙げられる，これらのことから，既存のテスト項　　＆ソフトボール投げ

目を用いて，MR者の特性を考慮した体力の分析・

評価の方法を醐発することが必要であると考えら　　9・シヤトルラン

れ，る、ユ973年，Zade五16）はf不適合姓の1原理」を

発表した．このなかで扱うシステムが一定の限界　　1α50m走

を超えたときに，滋密で意義のある記述は不可能
であることを主張した．体力を分折・評価すること　　1L　Sltups

は入間という非常に複雑なシステムを記述するこ
とである．さらに，MR者の磁を考慮し娚合，ユ2・15°隔1°°伽走

暖昧さを含んだ体力の分析・評価は，より彼ちの実

態を示しうるものと考えられ，る。しかし，曖昧さ

を含んだ体力の分祈・評価は試みられていない・そ　　表1：被験者の基礎データの平均と標挫偏差

こで本研究は，測定値の分筋が一様でないMR者

の特性と人間に内在する暖昧さを考慮し，フ7ジィ

理論を用いた体力分折・評価の方法を提案し，その

スポーツ教育に対する有用性を示すことを目的と

した，

項目 男　｛平　士SDl （舳　±SD）
り｛月｝ 31．1±ユO，27 4L8士ユ2，62

・（㎝） 158．3士9．23 144，8土5．19
「（kg） 57．0土9．07 53』．士9．16

iQ 37．5土10．94 36．5±10、42

設’町　・｛｝ 101．3土55。44 147．1±38．81



一
噛

cm ・8．4　　工2」2 騨3．1　　11．09

C「n 32．5　且6．69 27．5　　11．26

80C 5．2　　9．27 2．1　L93
29。0　　10．28 20．1　5．25

ε 2日．　　10．50 19．　　5．49

0．0　　3．40 43．9　　18．0

¢m 133』　　63．97 87．6　30．42

Eot　ム　　　　　m 18．6　12．34 8．↑　4．97

ソヤ　ノフン　5ec 19．3　　10．40 20．8　5．56

50m　　5¢o ｝2．9　9．00 ユ5、4　価．41

8：tup5臨巳mo5 10．6　5．ユ3 9．0　　2．70

ユ000叫1500m　　mm 9．8　5．37 7．8　2．40
1・噌

‘m 11．5　a20 13．8　5．70

cm 49．4　8．40 50．1　7．30

5q唱 77』　　8LOO 77。0　81．OO
50．1　6．70 31．1　5．00

ε 50．1　6．70 3工」　　5．oo

145．4　25．コo 8．7　　18．80

cm 219．0　3LOO 1qo．0　26，0⑰

50監　ム　　　　　m 47．2　　．ユo 22．4　　6．10

γヤ　；7ン　5■冨 1L1　0．45 12．8　0．60

50m　550c 7．6　　0。50 9．0　0．70

51臨up5し1mo5 20，4　4、00 11．7±4．60

ユ000m．1500m　　mln O．2　　0．40 5』　　0．44

表2，MR者と健鴬者の体力測定の平均値と標準　　　’握力（左X男性でME者の方が大きい）

偏差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・背筋力｛男性でMR者の方が大きい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・立ち幅跳び（男性でMR．者の方が大きい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ソフトボール投げ（男住でMR者の方が大きい｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．シヤトルラン（男女共，MR．者の方が大きい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°50m走｛男女共，　MR考の方が大きい）

．1000m，1500m走（男女共，　MIU昔の方が大きい｝

であった．

3．2　正規性の検定

　3．1．1節では健常者とMR者の平均値を比較した

が，これはどちらの集団も正規分布をしていると

いう仮定のもとに比較を行っていた．ここではその

正規性について検討する．

3．2．1　歪度の検定

3　測定結果　　　　　　　　　　　正規性の検定の一つとして歪度の検定がある・こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れは，分布の歪みを表している．歪度の式は以下の

3．1　MR者の体力特性　　　　　　　　様である・

3・1・1健常者との平均値砒較　　　　　鵬・一Σ（x・一π賄
　MR者の体力測定における各項目平均値は表2の　　　　　　　　　　’司

肇薙談戴欝犠翻留黎哩）2　　晩一書（渇一聯
健常者のデータは日本人の体力灘値細版1勾の　として，次の値を求める．

標準化された平均と標準偏差のなかで，MR者の

平均年齢（男性31才，女性41才）の値を採用した．　　　　　　V荷昌g1霜π・3／（m2＞冗）

これらを比較すると，健常者の値に比べてMR者
の値がかなり低い傾向が見られた．　　　　　　　この値は0であると，歪みがなく・正に大きくな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ると平均値よりも高い値が多くあり，逆に負にな

3．1．2　健常者との分散の比較　　’　　　』　　　れば平均値よりも小さい値が多くあることになる・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各測定項目の歪度は以下の様であり，有意性と共に
　健常者と障害者の分散の差を検定した・検定は　示した．

F検定を用いた検定の結果謎糖と障害者鯛立位醐蜘訓，。．姻∫‘＿‘
に5％水準で分散に差が見られた項目は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上11零そらし　　…蹴愛2＝O．11　ηO」‘gr1「∫fcロr蝿

’雌㈱屈｛男嬬M賭の方が大きレ’）　　閉賭足立ち歪度、＝鰯．．

　°伏臥上体そらし（男性でMR者の方が大きい｝　　　　　　組力（右）　廻墜4＝o．1監n。．勉πf∫虻ロn‘

　・閉眼片足立ち（男女共・趣常者の方が大きい）　　・　　　　櫨力（左）　歪度5＝－o．04n伽fgnヴf加掘

　6握力（右）（男姓でMR者の方が大きい》　　　　　　　　　　胃紡力　歪度6＝o．39　・



立ち撒び…臨＝・』・…f・・伽・…　　　　　4　ファジィ理論による運動の分析’

ソ7トポ→・梛搬・＝・・・… @　　　　　　　　　と評価
シャト」レラン　　　ヨ乏洩二93＝32．15　　●・

5伽走…壁1・＝2・岳2・・　　　　　　　　　　4．1　ファジィ理論を用いた運動の分析
sit　Up魯　　葦度11＝0．08　”04‘gnf∫‘‘σロ‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前章までの結果から，正規分布としてMR者の

エ。。Om，15。。m逢　歪度12＝2湘　一　　　　　　　　　体力を分析することが難しいと考えられる．そこ

　　　　　　　　　　　　　〔・Pく。』5、－P＜o．叫　　で新たな方法としてファジィ理論に基づいて分折

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する方法を考案する．ファジィ理論は1965年にL

3・2・2　尖度の検定　　　　　　　　　　　　　　　A．Zadeh15）によって提案され，暖昧さを定量的に

　正規性のもう一つの検定として，尖度の検定が　取り扱う基礎となった・曖昧さを定量的に取り扱

ある．これは分布のとがりを表しているものであ　　うために・ファジィ理論ではメンバーシップ関数に

り，以下の式で表さ泌．　　　　　よってその暖昧さ鱒性づけている・本研究にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いてもその方法に則り，人問の運動をその曖昧性

　　　　　92＝b2－3＝（m4ml）－3　　　　　　を含んだ形でメンバーシップ関数として定義する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして，各個人のデータを暖昧性を含んだ形でフ7
ここで　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　ジイ理論を用いて表現しその特性を明らかにする

　　　　　　瓶＝Σ偶一π）4／π　　　ことを試みる．
　　　　　　　　　f＝1

卿麟鋼犠糊讐縄ま蓬43メンバーシップ関数の定義

は頂上が平たい曲線を表している．歪度と同様に
有意性とともに示した．　　　　　　　　　　　　　　　　　Ibsl　　　　、　Ibzl　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、く「藁、　　　　　ぞ一一一→il
立位㈱屈尖度1＝2・°74’° @　　　　　　　　磁．、，．、．蹴，、篇、、翫、，”．
伏義しヒ体そらし　　タと度2＝＝1．897「　幽．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．σ
閉眠片足立ち　　尖度3＝58．94　一

揖力（右）　尖度4置2．078　nO」｛gnf∫‘‘o瓢

撮力（左）　尖度5＝2．435　・　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　　Oβ

背筋力　　尖度6＝2．508　富

立ち楮跳び　　尖度7＝2・045　軸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　αO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニ　　　　　ユロ　　　　　ユコ　　　　　ユロ
ソフトポール拉げ　　尖度ε＝3．681　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　a3　　　　　　az

シャトルラン　　尖度9＝8．209．　・．

50m走　尖度10旨m湘　軸　　　　　　　　　　　　　　図1：メシバーシップ関数のパラメータ

Sit　Up8　尖度11冒2，806　no5fgn‘∫fcα”1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファジィ理論で用いられているメンバーシップ関
1000mセ1500m走　尖度12富1L〒5　鱒
　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数は多くのものが考案されている塒．それらの中
　　　　　　　　　　　　　（・PくO．05，帥PくO．Ol）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で本研究では文献13｝のπ型のメンバーシップ関数を

歪度，尖度共に多くの項目で有意性が認められた，　用いる．このメンバーシップ関数は図1の4つのパ

特に尖度が握力（右）とSiしUps以外のすべての項　ラメータによって特徴づけられている．これらのバ

目において有意性を示したことは・これらの項目　ラメータのうち，as，　azは最大満足（適合度＝1．O）

が正規分布としては，尖りすぎかまたは，平たすぎ　区問を表し，bsとbzはメンパーシップのグレード

ることを示している．　　　　　　　　　　　　　がLOから0．5に低下する区問の長さを表す，これ



らの4つのパラメータを以下の方法で算出する．こ　　者の運動能力をフ7ジィ推論を用いて評価すること

れらのパラメータを，全ての項目について男女の　が可能である．これによって生成したメンバーシッ

値を用いて算出した，　　　　　　　　　　　　　ブ関数は図3から図8の様であった．

b3　asと各項目の測定値の12．5パーセンタイルの　　　　　　　　　　　　　　　　・

留各項目の測定値の第・一四分位点　　　　　　　　　　　：：

az各項目の測定値の第三四分位点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　｛可

bz　azと各項目の測定値の87．5バーセンタイルの

　　働差の糊値　　　　　　図3泣位体前屈（a）と伏臥上体そらし（b）のメン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーシツブ関数
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4：閉眼片足立ち（a）と握力（右）（b）のメンバー
靖力し塞しょう @薯過で丁　　＋分侵れています　　　　シツブ関数

　　　　　　　μ　（Xi）十」μ　（Xi十1）　＝　1

　　　　図2：基準メンバーシップ関数　　　　　　　　　：：’

正規性の検定から分布が歪んでいるか，または尖

りが平たい項目が多く見られた．図1の各パラメー

タはそれらの値を反映する様に設定されることに

唱晒　”」幅　●●，」　■h，　噛●　」●，　」尊曜1　　　　　　　　　　　　　　　11●噛．■●，■の■鍾■嘔曹　　，●．　物亀層　●噛1　物“四

弍・一 1

‘・〕　　　　　　　　　　　　　　　何

　なる．さらに，隣り合うメンパーシップ関数のグ　図5：握力（左Xa｝と背筋（b）のメンバーシップ関数

　レードの合計は1である1’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの算出されたメンバーシップ関数は，分

　　　　　　　μ（訂f）十μ（苅判）＝1　　　　　　　布の特性を4つのパラメータで表したものである

・という制約条件を用いて二つのメンバーシップ関数　　といえる・これは平均値と標準偏差という二っの

を導く・・）．、こ繊元のメンバーシップ関数はMR骸値徳すよりもきめの細かい獺が可能であ

者の運動能力の噌通です・というメンバ＿シップ　るといっことになる・

　関数を表していると仮定できる．この噌通です・　　　　　　　、．
というメンバーシップ関数から・＋分優れていま43ファンイ評価

　す”というメンパシップ関数と嘱努力しましょう・　　ここでは，前述のファジィ理論に基づいた評価が

　というメンバーシップ関数を導くことができる（図　　どのように行われるかを示す．まず，個人を表すメ

　2）．これらのメンバーシップ関数を用いると，MR　ンバーシップ関数を定義する．基準メンバーシップ
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図6：立ち幅跳び（a）とソフトボール投げ（b）のメ　　゜2
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図9：評価の一例（立位体前屈）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を用いて，デファジファイをおこない，一つのラ

　　　　　　　1．，　　　　　　　何　’　　　　　ベル（噌」通です”など）にあるグレード（メンバー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シップ値）で属しているという評価を出力すること

畢撫トルラン醐m走（b）のメンバー黙藷禦搬1嶽ζ薯鷹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ような評価方法では，全く平均値や標迩偏差といっ

関岬様に，個人の全ての測定値（3回×5セツ灘讐灘温蹴た蓉騰鵡

ト），戸＋15個から朋・az・b・，　b・の4つのパラメーる．この方法を用いて全ての囎について，全櫨

タを算出する・そして個人のメンバーシガ関数と者を諦した結果厳3から表61こ示した，

基準メンパーシップ関数の適合度を計算する．適合

ll灘鰻難蕪弩孟雰欝盒を用いた評価と従来の

度を求めることができる、一例を挙げると図9の様　　従来の評価では，平均値と標準偏差から三段階

になる・この図では、噌通です”，翼十分優れてい　や五段階の評価を行うことが多い，一般的な三段

ます”，“努力しましょう”の各基準メンバーシップ　階，五段階評価は平均値と標準偏差を基準に求め

関数に・個人データがどの程度適合しているかを　　られる．本研究では三段階評価を用いているので，

表している・この例では，“普通です”に0．ユ8で，　一般的な三段階評価を当てはめてみると，

“十分優れています”に1．0でそれぞれ適合してい

ることになる．また最終的たはmin－max合成法13〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．努力しましょう（More）

x＜x一σ

2．普通です（Norm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3・十分優れています（G。。d）’
図8：腹筋（a）と1000m，1500m走（b）のメンバ・一

シップ関数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π＋σ≦
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　図ユαフγジィ評価法と従来評価法の比較1

item1：立位体前屈，　item2；伏臥上体そらし，　item3：

閉眼片足立ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図11：ファジィ評価法と従来評価法の比較2

評価ラベル（G。。d（十分優れています），　N。rm（普　三ヒ¢m4：握力（右），　iヒem5：握力（左），

通です），M。re（もう少し努力しましょう）　　　　　item6：背筋力
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価ラベル（G。。d（十分優れています〉，　N。rm（普

となる．この三段階評価を用いて，ファジィ評価　　通です）・Morε（もう少し努力しましょう）

と同様に，被験者一人一人を評価したの結果をファ

ジィ評価と共に図10から図13に示した．従来法で

は，平均値と標準偏差を基準としているので，正し

く三段階に評価することがで春ない（度数が0の項

目が見られる）．これに対して，フ7ジィ評価は分　　　　．　　’

布に歪みが見られても正しく三段階に評価を行う

ことが可能である，しかも，各評価に対してグレー

ドとしてメンバーシップ値を割り当てているので，

さらにきめの細かい評価が可能である，

5　まとめ

　本研究では，分布が一様でないMR者の特性と

人間に内在する暖昧さを考慮し，スポーツ教育に

対するファジィ理論を用いた体力評価の方法の有
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効性を示した・まとめると・M賭の運動能力の特　図、2、ファジィ評価法と従籍価法の比較3

性はゼ　　　　・　　　it。m7、たち幅蹴it，m8、ソフトボール投げ，　iし，m9：

1．MR者の運動能力は，一般人に比べると値は　　シャトルラン

　　低い項目が多い．　　　　　　　　　　　　　評価ラベル（G。。d（十分優れています），　N。rm（普

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通です），M。re〔もう少し努力しましょう）

2．MR者の運動能力の分布特性は，王規分布を

　　しているとは言えない．



．ニューラルネットワークとの詰合

などが考えられる．
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A，1）stract

　　　　　　　　　　The　importaヨce　of　physica1飢ness　has　1〕eεn　indicated　in　the

　　　　　　　　institution　fbr　individua1等with　mental　reしardation、　The　lmprov－

　　　　　　　　ing　of　the　phy寧icaユfitness　is　needed　fbr　coming　back　to　work　and

　　　　　　　　soc玉al　life．　The　physica1靴ness　consisしof　many　factors．　And

　　　　　　　　these　fac乾ors　are　measりred　by　using　lndependent　method　re－

　　　　　　　　sp㏄tively．　Although　the　to七al　evaluation　of　physical　fitness　is

　　　　　　　　Ψeτyimpor七ant　to　estimaしe　the　possibility　of　the　working　and

　　　　　　　　social　life，もhe　method　of七〇tal　eΨaluaLion　which　ca二include　the

　　　　　　　　fuzziness　of　human　bdngs　has　not　been　established．　We　p1・o－

　　　　　　　　pose　the　me七hod　of　Fuzzy　Prindpal　Component　Analysis　fbr

　　　　　　　　lndividuals　wiしh　menta1陀tardatio叫and　con丘rm　the　effecしive－

　　　　　　　　ness．　The　subjecLs　were　20　individuals　wiヒh　menしahe亀ardation

　　　　　　　　agεd　22　to　45　years（10　Males　with　a　mean　of　31．0士5．59　years，

．　　　　10Females　with　a　mean　of　342圭7．14　years）．　Six　physical丘七ness

　　　　　　　　me麗ur㎝en㌻s（C1。3ed－ey㏄F。。t　Balance，　Tapping（1　minuヒ麓），5

・　．　．　minlu七es．pedalling　on　the　biqycle　ergo　meter，　Grip　strengヒh（righL

　　　　　　　　and　left＞，璋ac≧．streηgth，　Standing　Long　Juπ1p＞were　used　a5　the

　　　　　　　　tesしiterns三耳七his．study．　The　fbllowing　results　were　obt証ned：

　　　　　　　　　　　　　　1．－We　c…m　obtain．the　total　fuzzy　score　depend　on　the　dlarac－

．　　　　　　　　　　　’　　teτis七三c50f－subjects’fhzzine5s，　　　　　　　　　　　　　　　”

2．’The　total　fuz2y　score　have　eiκplain　the　ability　of　subjects．

3、The　fuオ乞y　principal　component　analysis　are　usefし1！fbr　sub－

　　jecしs　whose　data　have　fUzziness．



1　　1n七roduc七ion

Th。imp。伽ce。fphy、i国丘tn㏄、hぬn　TableLThe伽蜘isti㏄゜fsubjects

indicaしed　in　the　ins七itution　for三ndividuaユs　with

m㎝tal　retardation4）．　The　impτoving　of　the　phys・

ical　fitness　13　needed　fbr　com直ng　badくto　work

and　social　lifセ。　The　physica1丘tness　consist　of

many　fac七〇r51）．　And　the8e　fとcしors　are　mea5ured

by　using　independent　method　respectively2）．　Al一

七kough　the　tota玉evaluation　of　physical　fi七ness　is

very　impor七ant七〇estlmate　t』e　possibi11ty　of　Lhe

working　and　social　llfe，比e　method　of　toもal　eval－

ua七1。n　which　can　include　the魚筋lness。f　human　2．2　Measure　items

bdngs　has　not　be㎝es七ablished－The　method
whi。h　t，eat　th。血鴉i聯w岬，。P。、ed　L　A．　S三x　phy・1副飢ness…u・・m・n亡・w－・ed

Zad。h　in・996・）．　Th。恥，。y　Pdndpa1　C。m．麗the　test　l七・m・in　thl・stud酔Phy・i・al晦・s

P＿tA聯i、　i，　th。甑，n，i。n。f　P，三n。ip創items肛e繍11°ws：．

Compone謡Analysis　f6r　the　data　which　include　　1．　Closed－eyes　FboL　Balance（hereafter　ci七ed

fu・zin麓sη・Th・d・a・㏄t・・i・ti㏄・f・ubjecL・hav・．邸σFβ）

fuzziness　more　than　norlnal　individuals3）．　So

w叩，。P。、eth。　m。th。d。f恥・・yPdn。ipa1　C。mr　2・皿PPi・g（1　minuし・・）

P。n・nt　An田y・三・血・individu謡・with　m・nt訓・ら　3．5minut啓’P・ddllng。n　th・bi・yde　e・g。

ta・datl。n，㎝d・。㎡・m　the　e圧・c七iv・n㏄・・And　m・t・・（1・e・・aft・・cit・d　as　P・d・I」吻）

We　make　to七al　s雫ore　which　can　represenしthe

ability。f七h・・ubjec七・．　　．　．　4・G加・七・・ngth（・ight・nd　1・ft）

Male（average±SD〕 Fe皿a！¢｛aveτage±SD）

age 31．0±5，59 34．9±7、33

he1ght（cm・｝ ユ62．0±6．88 150．4士5．？7

weゆt｛kg） 55．7士7．65 56．7±5．39

IQ 30．1±19．71 3乱2土14．53

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．Back　strεngむh

2Me七h・d　　　　　6、6t㎝dingエ。ng」ump（ト，，e㎡t。，clt，d。。鋤

2．1　　Subjects　　．　　　　　　I　　　　　　　These　itern　were　measuredしwo　tinles．

　　　The　subj㏄七s　were　20　individuals　with　men・

taユretardati。n　aged　22　to　45　yearsσO　Males　2・3　Analysis　method

wiヒh　a　m・㎝。f　31・0±5・59　y・ars，10　F・m曲　W・empl。y・d恥・・y　P・indp・I　C。mp。n・nし

with　a　m・聞。f　34・2士牝14　y・a・s）・Th・伽・An湖y・i・（h・…ft・・dt・d圏FP侃）量n・七・・d。f

・・し・・i・しics。f・ubj・ct・町・sh。wn　in　Tabl・1・　n。㎜・1　P・in・i凶C。mp。n・nしAnaly・i・（h。・eafし・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cited　a5　PO／i　because　of　the　characしor1sし三c　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　subjecヒs　who　were　individuals　wlth　mental　rc－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tardaしion．　F幽P（フノ1　was　used　when　the　data　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　血zzy　onεη．　We　made　triangular　fUzzy　data



L　　｛：　　亘　　L：m…m酬1

　　　　　　　　R言m＿巳ユ
　　　　　　　　¢：“w㎎‘of喀脚Om興叫睡罰1

Table　2．　AΨerage　and　Standard　deviation

三tem5 M邑1．‘騨■r邑‘璽虐5D｝ F．m畠1曙｛“闇電r・‘■圭5D，

C臼F‘鱒‘， 35．7土93．U 5．9±12．01

丁叩pin‘｛巴in．・ノmi穐， 216。7±38．16 216．5土28．74

P・d巳川叩‘k納｝ 1．65±0．79 1．20±0．56

OrlP昌1r．轟‘th‘R，く」‘｝ 192士7．26 16，4±4．16

Orip　81r叩‘巴h｛L｝‘L‘｝ 17．7±8．05 ユ乱4±4．92

B臨‘k‘tr・叩監h〔h‘， 39．5±22．45 29．9±18．71

Sロ1帽rh， 103．6±62．70 60．6±35．00

Figure　1．　The　fuzzy　data

飯・mth・tw・m・一・em・nt・f・a山it・m・，and　Zり一⊥虻（召、、一τ、X蒼，ゴー峯）

set　the　uppもr　l三m三t　and　the　lower　limlt　ffom　　　　　　n　た　1

the「a°ge°f　tw°me鎚u「㎝enしand　m・deしh・　　．（‘，ゴ＝1、2，…，P）

center　value　of　triangular　fu22y　da七a　f士om　the

a壷・rag・’。ftw。　m…・・m・nt（F三gu・e　1）．　W・p瀞　We　c㎝・。1v・し1塒・dg・nv8u・p・。b1・－a

・㏄・h・・y帥dp田・・mp・n，nヒ血。塒しhお。吻lin・・p・。葛・amminぢP・。blρm（LP　p・。bl・m）7｝・

daビa．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mα置∫1＝・λ

2．4’ she　S・luカi・n黛・卑FPOハ　　　　　m‘唾＝X一ム

　　　Here，　we　explain　the　concept　of．FPα4　and　subject七〇

th・盈・七h・d・f・・1uti・面・鼠FPCA．　Th・data　　　．’Zli⊆ズ1i

櫨舗翻翻％鵬1ぎ豊：1：　　zli⊇ム1i
η　data｛二har㏄terized　from　p　var三ables．　Thes∈・　　　1　　．　　　　　　　　ム≦λ≦λ

s㎝pl甜esh°wn： @　　隔　（騎）＝1・抱（‘，ゴー、，＿，P）

～＝
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～11　　’｝12　∵’　～ユP

x　　　x　　　　　x
～21　　　ハノ22　　　辱．・　　　～2P
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x　　x　　　・・　x
～r1！　，～n2　　’”　　叩πP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛。1，≠3

　　　　　　　　H母re，．λare　the　ceロヒer　value。fεig㎝value，λ，

　　　　　　　ムa爬一upPer　limiしa皿d　lower　limiしof　eigenvalue
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1　緒言

　　人間の運動は機械の運動などと違い，動作に巾がある．全く同じ動きを

完全に正確に再現することは難しい．人間の運動が本質的に暖昧さを含んで

いるためであり，この曖昧さは人間のような複雑なシステムを解析する上で

避けられない問題である．複雑なシステムを扱う場合，そのシステムがある

一定レベルの複雑さを越えるともはや厳密で意義のある解析が不可能になっ

てしまうといわれている．その論拠は有名なL．A．　Zadehの不適合性の原理

である、人間ほど複雑なシステムはないといえる．また，運動パフォーマン

スを改善するためには，現状を評価し，改善点を指摘し，指摘された改善点

について改良し，また評価を行うというサイクルを繰り返すことによって改

善が行われる．このようなパフォーマンスを改善する問題では，人間の主観

的判断が最も優れていると言え，監督・コーチなどの経験則が重要であるこ

とを意味している．しかし経験則は，個人個人で固有のものであり，またそ

の運動のエキスパートになればなるほど，改善点の指摘は非線形であり，全

く関係のないとみられる点を指摘することによって目的のパフォーマンスの

改善を導くことが可能である．例えば，サッカーのキックにおいて足首が伸

びていなければ，足指の栂指に力を入れるように指示をするなどである，こ

れらの経験によって蓄積された知識は膨大で，非常に有用であるが，ほとん

ど再利用されているとは言えない．これは経験則を表現する方法が確立され

ていないためであり，また，従来の方法では表現することは不可能だからで

ある、本研究では，“運動パフォーマンスを改善する”という課題に対して，

様々なアプローチを行い，最終的に運動パフォーマンスを改善するための支

援システムを構築しその大きな目的を達成した．全ての研究課題に共通して

いる概念は“人間の曖昧さをどうとらえるか”というものであり，本来誤差と

して処理されてきた人間の曖昧さに積極的に取り組むことによって，人間の

運動の新たな一面を導くことができた．本研究で重要な役割を演じているの

がファジィ理論である．これは1965年にMITのL．　A．恥dehによって提唱

された“暖昧さ”を取り扱う理論である．このファジィ理論に則って，駕運動

パフォーマンスを改善する”という大きな問題を小きな各研究課題に分けて

課題の達成に取り組んだ．

2　結果

2．1　研究課題1

　研究課・題1では，専門家の主観的判断を定量化する方法として，ファジィ

理論を用いた方法の有効性を示すことを検討した（研究課題1－1）．そして，定

量化した主観的な情報を用いて実際に運動を評価し，本手法の有効性を検討
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した（研究課題1－2）・研究課題1では運動パフオーマンスの評価法に着呂し，

運動パフォーマンスの評価方法として，熟練者の評価方法を考慮に入れて，

ファジィ推論を用いた方法を提案した．運動パフォーマンスの評価パラメー

タとしては，フォームに対して振り角，踏み込み位置，足首角，上体角，踏

み込み幅を選択し，運動能力に対するパラメータとしては脚筋力，片足立ち

を用いた．定量的に測定したこれらの値を用いて運動パフォーマンスを評価

した結果，熟練者が行っているのと同等な評価が可能であった，更にファジィ

推論を用いて評価を行っているので，フォームが多少変動してもその変動を

吸収し，再現性の高い評価を行うことが可能であった．また，本研究で用い

られた手法で運動パフォーマンスを評価するための熟練者の知識の蓄積が可

能であることが示された．

2．2　研究課題2

　研究課題2では，可能性線形回帰分析をもちいて目標パフォーマンスの

向上可能性を定量化することを冒的とした（研究課題2－1｝．また全体評価の

指標としてファジィ主成分分析を定式化し，暖昧な情報を含む場合の総合評

価の方法を検討した（研究課題2－2）．問題解決の重要な特徴には，目標が必

要であるという点が示されている．研究課題2－1では対象の運動パフォーマ

ンスを剣道の素振吟動作（面打ち）の剣先の打突速度とした．これは剣先のス

ピードが剣道のパフォーマンスに大きなウエイトを占めるからである．そし

て，剣道の打突速度の向上の可能性を，上体の上下動，移動距離から推定す

る方法を可能性線形回帰分析を用いて定式化した，その結果，可能性線形厘

帰を用いて，打突速度を個々人のデータのぱらつきを考慮して，推定範囲を

求めることができた．また研究課題2－2では，曖昧さを含んだ情報を処理す

るために被験者を知的障害者とし，彼らの就労や社会復帰の可能性を推定す

る上で非常に重要な体力・運動能力の総合評価をファジィ主成分分析をもち

いて定式化し，その有効性を検討した．その結果，曖昧性を考慮しながら知

的障害者の運動能力を総合的に評価することが可能であり，研究諜題2－2の

手法の有効性を確かめることができた．

2．3　研究課題3

　研究課題3－1では総合的な運動パフォーマンスを改善するための，支援シ

ステムを提案した．これは人間の曖昧性に着目し，運動の評価，言語的指導，

改善点の言語的表現，総合評価からなるものであった，その結呆，研究課題

1－1，研究課題1－2で明らかにされた熟練者の主観的評価の利用はもとよ吟，

研究課題2－1で示された運動パフォーマンスの向上の可能性や，研究課題2－2

で検討された曖昧さを考慮した総合評価の各々の方法を有機的に結合し，さ
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らに動作の分析を2次元から3次元の動作分析に拡張した運動評価支援シス

テムを構築した．また可能性指標を設定し，さらに具体的な現状の杷握を行

いやすくした，さらに研究課題｛ト2として，評価知識のネットワークによる

共有と分散管理を検討した．研究課題3－2はコンセプトとプログラムだけで

あるのでその有効性を確かめた訳ではないがこのような試みは全く初めてで

あり，他の分野での応用も可能なので今後の課題として発展させていく必要

があることが示唆された，

2．4　研究課題4

　研究課題4－1および研究課題4－2は，曖昧性を考慮した評価法の有効性を

確かめるために，体力評価問題として検討した．そのため知的障害者の体力

を分析し・分布によらない評価が可能であることを示した（研究課題4－1）．そ

の結果知的障害者の運動能力は，一般人に比べると値は低い項目が多く，知　　　　　　　　　’

的障害者の運動能力の分布特性は，正規分布をしているとは言えないという

ことが明らかになった．また知的障害者の運動能力を分析するには，ファジィ

理論を用いた方法が有効であり，評価する場合もファジィ理論を用いた方法が

有効であることが示された．そして可能性線形回帰分析という手法を用いて，

知的障害者に具体的な到達目標を設定する方法を検討した（研究課題4－2）．そ

の結果，可能性線形回帰を用いて，1500m走のタイムを個々人のデータのば

らつきを考慮して，推定範囲を求めることができた，また求められた推定範

囲の内最も良い記録を儲パフォーマンス向上の可能性”と定義し具体的な到達

目標として設定できた．さらに麟パフォーマンス向上の可能性”は，20人中

18名について妥当な推定を行っており，具体的な到達目標としては十分利用

可能であることが示された，

　これらのことから，人間の運動パフォーマンスの改善や体力の評価分析に

は本研究でもちいられた手法が有効であることが確かめられた．
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