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1. はじめに 

近年、ウェアラブルデバイスの開発により生体データは

心拍データのみではなく各種時系列の筋電等の多様なデー

タを取得することが可能になってきている。 

これらのデータを活用することにより、例えば自転車で

はペダリング技術を定量的に評価できるようになることが

期待される。それにより、結果としてより効率的なトレー

ニングを行う事が可能になる。更に、その評価情報がリア

ルタイムで利用者に提示できれば、利用者は常に自己状態

を確認しながらトレーニングを実施することができるよう

になる。 

本稿では自転車運動において、表面筋電位データと自転

車エルゴメータから得られたデータを組み合わせて、エリ

ートとアマチュアとの間でどのようにスキル、身体内部の

振る舞いが異なるかを調査した。 

既存研究では、表面筋電位と自転車エルゴメータのクラ

ンク角度の関係からどの筋肉が賦活するかといった調査や、

エリートとそれ以外とでどのようにペダリングが異なるか

といった調査が行われている。 

本稿では新しい視点として、エリートとアマチュアとで

は、ペダリングおよび筋肉の使い方について、左右バラン

スがどのように異なっているかに注目し、データの取得と

解析を行った。 

 

2. 既存研究 

既存研究においても自転車エルゴメータ、表面筋電位、

呼気を使い、被験者の疲労度や力・エネルギーの効率を計

ることが行われている。 

[吉田 櫻沢, 2015] では、自転車に乗る被験者について、

各筋肉の表面筋電位情報を計測して、その表面筋電位の大

きさをリアルタイムに提示することが行われた。このフィ

ードバックを行いながら筋肉の使い分けを意識するように

したところ、表面筋電位に変化が生まれ、筋肉の使い分け

ができるようになったと報告されている。 

自動車エルゴメータからの出力データによるペダリング

評価については、いくつかの評価指標が提示されている。 

チェーンにかかる力の最大値/最小値の比率と変動率（＝

標準偏差/平均値）を調べると、ロード選手の方が未経験者

よりそれぞれ小さな値となった。よって、この値を使用す

ることによりペダリング技術の定量化と改善に活用できる

ということが示唆されている。 [橋本, 森, 黒川, 山本, 2017] 

また、ペダリング効率（ペダルにかかった力の有効成分/

ペダルにかかった全ての力）・トルクの配分均一性（ペダ

ル一回転のトルクの積分値/その回転中の最大トルク）を計

測したところ、ペダルの引き上げを意識することにより、

それぞれの値が有意に高くなったという報告もある。 

[Korff, Romer, Mayhew, Martin, 2007] 

表面筋電位による評価としては以下のものがある。 

[積際, 本元, 横川, 2016] では、筋電位データから推測され

た筋肉の賦活時間を調べたところ、エリート選手の方が一

般選手に比べて短いという報告がされている。これによる

と、エリート選手の方が筋肉を効率的に使い分けることが

できていて、結果として踏力の相殺を防いでいるのではな

いかと推測されている。さらにこの研究では自転車エルゴ

メータによるデータも同時に測定されていて、それによる

と、エリート選手の方がペダリング効率も高いという報告

がされている。 

他にも、事前に調べた最大筋力時の表面筋電位で標準化

した％MVC で比較しているケースもあるが [五十嵐, 片山, 

高尾, 高橋, 2016]、この場合は測定前に最大筋力による表面

筋電位測定が必要になる。 

また、ペダリング効率からは少し外れるが、シートの高

さを変えながら表面筋電位と自転車エルゴメータのデータ

を同時計測することにより、どの筋肉がペダリングに影響

しているかを調べた報告がある。 [木越, 尾縣, 田内, 大山, 高

松, 2003] 

 

3. 方法 

3.1 被験者 

表 1に被験者の身体特性を示す。被験者は３名で、内１
名は日本トップクラスのエリートである。他２名はアマチ

ュア選手である。 

 

被験者 年齢 身長 cm 体重 kg 区分 

A 30 170 62 エリート 

B 45 183 74 アマチュア 

C 30 176 78 アマチュア 

表 1 被験者の年齢・身長・体重・区分 
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3.2 測定方法 

3.2.1 自転車エルゴメータ 

Wattbike Pro（Wattbike 社）を使用した（図 1）。 

測定条件としては、ケイデンスは 80 rpm とし、負荷は

100Wからスタートして 2分ごとに 50Wずつ上昇させた。 

 Wattbike Pro からは 100Hzの時間分解能にて以下のデー

タが出力される。 

・Index 

・Force[N] 

・Distance [left leg] [m] 

・Distance [right leg] [m] 

・HR [1/min] 

 

3.2.2 表面筋電位 

  自動車エルゴメータ測定時に、合わせて表面筋電位の取

得を行った（図 2）。表面筋電位の取得には NTT物性科学

基礎研究所が開発した hitoe ウェアを使用した。hitoe ウェ

アは繊維状の導電性素材をウェアに組み込むことにより電

解質ペーストを使用せずに表面の表面筋電位を測定するこ

とが可能である。 [河西, 小笠原, 中島, 塚田, 2017] 

また、hitoe ウェアから出力される信号は Bluetooth 経由

でほぼリアルタイムに取得することが可能となっている。 

 今回、この hitoeウェアをハムストリングス・外側広筋・

腓腹筋に電極を位置合わせした上で実験した。得られた信

号は 1,000倍に増幅し、500Hzのサンプリングレートにて記

録した。 

 測定時は、最初に動きを止めた状態で 30秒程度、表面筋

電位を取得した。これはノイズレベルを測定するためであ

る。その後「3.2.1 自転車エルゴメータ」に従って計測を行

った。 

 

3.3 測定したデータの処理 

3.3.1 自転車エルゴメータ 

Wattbike の出力データについて、Distance は、クランク

が 180 度回転したタイミングでのみ出力されるため、クラ

ンクの角度を正確に知る事ができない。そのため、180 度

の回転中は角速度が一定と仮定した。図 3は Wattbike の出

力を可視化した図（Polar View）である。図の点の角度が

クランク角度を示し、半径がチェーンにかかった力を示す。

図にある通り、おおよそ６０度付近で最も力がかかり（踏

み込み）、それとほぼ直行する角度で一番力がかからない

（引上げ）。 

上記の Polar View を元に、クランクが 360度回転する際

の最大の力（左右）、最小の力（左右）とその時の角度を

求めた。（図 3 Polar View における、中心の十字矢印部分） 

3.3.2 表面筋電位 

 得られた表面筋電位データに対して、以下の前処理を施

した。 

 最初に文献 [Clancy, Morin, Merletti, 2002] を参考にして、

20Hzを閾値としたハイパスフィルタを行った。 

 次に、運動の前後に取得したノイズデータを元に、ウイ

ナーフィルタによるノイズ除去を行った。その後、RMS

（二乗平均平方根）を計算した。 

 

3.4 結果と考察 

3.4.1 自転車エルゴメータ 

図 4 はチェーンにかかる力（最小）の変動率を被験者 A

と Bで比較したものである。図の通り、被験者 Aの方は値

が小さく、安定していることが分かる。これは [橋本, 森, 

黒川, 山本, 2017] の報告を支持している。 

図 5 は Wattbike の出力から計算した、左右のチェーンに

かかる力を図示したものである。左２列は被験者毎の最大

値と最小値である。グラフが階段状になっているのは２分

腓腹筋 

外側広筋 

ハムストリングス 

図 3 Polar View 

 

図 2 hitoe ウェア 

図 1 Wattbike 
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ごとに上げていった負荷に呼応する。エリートである被験

者 Aについては、最大は非常に安定していて、最小もやや

乱れているものの、負荷に追従するように値が上がってき

ている。アマチュアである被験者 B, Cについては、最大値

は負荷に応じて上昇しているものの、被験者 Aに比べると

乱れているのが分かる。また、最小値に関しては乱れがさ

らに大きくなっていることが分かった。 

図 5 右端列は、最大・最小のそれぞれ左右で相関係数を

取ったグラフである。グラフから分かる通り、被験者 Aは

B, C に比べて値が高い。エリートは左右とも同じように力

を、安定して掛けることができていると思われる。 

上記より、エリートはアマチュアに比べて、チェーンに

かかる力が安定していて、左右のバランスが取られている

ことが示唆された。 

 

3.4.2 表面筋電位 

図 6は、RMS各被験者・各筋肉の部位ごとにグラフ化し

たもので、400～404 秒（負荷は 250W）の部分を拡大した

ものである。図が示す通り、外側広筋・ハムストリングス

については、被験者 A（エリート）の方が、被験者 B, C に

比べて、グラフが綺麗に分離しているように見える。 

これは、エリートの方がペダリングにおける筋肉の使い

分けができていて、左右筋肉賦活のスイッチがスムーズに

行われていることを示している解釈できる。結果として、 

[積際, 本元, 横川, 2016] にて考察されているように、筋肉を

必要なタイミングで適切に賦活させることにより、踏力相

殺となる無駄を防いでいると考えられる。 

3.5 課題 

 現時点では被験者が３名のみであるため、定量的な比較

ができていない。これについては、今後被験者を増やすこ

図 4 チェーンにかかる力（最小）の変動率 

横軸はフレーム番号（時間）, 縦軸は変動率 

 

図 5 wattbike 左右張力の最大・最小値（左 2列）と、左右の相関係数（右端列） 

横軸はフレーム番号（時間）で、縦軸は張力についての単位は Nである。青線が左足、橙破線が右足。 

データの最初は数値が乱れやすいので、相関係数は 10000フレームより計算している。 
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とで対応する方針である。また、被験者間の RMS をどの

ように行えるようにするか（最大筋力時の RMS を計測し

て％MVC を計算するのは測定の手間がかかる）はグラフ

の形状比較を行う上で検討が必要である。 

 

3.6 まとめ 

 自転車のペダリングについて、エリートとアマチュアそ

れぞれについて、自転車エルゴメータと表面筋電位を使用

してデータ取得・比較を行った。その結果、自転車のエル

ゴメータデータからはエリートの方が安定して左右バラン

スよく踏力が発揮されていて、表面筋電位のデータからも、

エリートの方が左右の筋肉を綺麗に切り替えることにより、

効率の良いペダリングが行われている事が分かった。 

よって、左右バランスの観点ではペダリングの効率と筋

電位データに相関があることが示唆された。 

 今後はデータを増やして、より定量的に相関分析に取り

組む予定である。 

 

参考文献 

[1] Clancy, E.A., Morin, E.L. and Merletti, R., “Sampling, noise-reduction 

and amplitude estimation issues in surface electromyography.” Journal 

of Electromyography and Kinesiology, Vol.12, No.1, pp.1-16 (2002). 
[2]  Korff, T., Romer, L.M., Mayhew, I. and Martin, J.C., “Effect of 

Pedaling Technique on Mechanical Effectiveness and Efficiency in 

Cyclists.” Med. Sci. Sports Exerc., Vol.39, No. 6, pp.991-995, (2007). 

[3] 河西奈保子, 小笠原隆行, 中島寛, 塚田信吾, “着るだけで生体情

報計測を可能とする機能素材 hitoe の開発及び実用化.”, 電子情

報通信学会 通信ソサイエティマガジン, pp.17-23, (2017). 

[4] 吉田綾乃, 櫻沢繁, “表面筋電位を用いた自転車のペダリング運

動における筋活性の提示システムの開発.”, エンタテインメン

トコンピューティングシンポジウム（EC2015）, pp.598-602, 

(2015). 

[5] 橋本直, 森寿仁, 黒川剛, 山本正嘉, “チェーンにかかる力の動態

から自転車競技選手のペダリング技術を定量的に評価する試

み.”, スポーツパフォーマンス研究, Vol.9, pp.466-480, (2017). 

[6] 五十嵐文貴, 片山遼介, 高尾秀伸, 高橋勝美, “リカンベント自転

車のシートバック傾斜角がペダリング時の生理特性に与える影

響の検討.”, 人間工学, Vol.52, Supplement('16), pp.254-255, (2016). 

[7] 佐々木賢太郎, 木村剛, 野口雅弘, 小島聖, 樋口博之, “漸増負荷下

における自転車エルゴメータ駆動時の外側広筋と大腿直筋の筋

活動変曲点と換気性作業閾値の時間的関係 .”, 理学療法学 , 

Vol.43, No.5, pp.375-382, (2016). 

[8] 小島聡太, 長谷和徳, 大日方五郎, 中山淳, “センサ付自転車エル

ゴメータと筋骨格モデルによる下肢運動評価システムの開発.”, 

人間工学, Vol.44, No.4, pp.193-201, (2008). 

[9] 積際徹, 本元泰穂, 横川隆一, “表面筋電位・踏力計測に基づく自

転車競技選手のペダリング動作解析システムの開発.”, 日本機

械学会論文集, Vol.82, No.841, (2016). 

[10] 日本サイクス, “ペダリング技術を向上させるユニークな分析

ツール Polar View.”, http://wattcycling.jp/polarview/ [アクセス日: 

2018年 6月 25日]. 

[11] 木越清信, 尾縣貢, 田内健二, 大山卞圭悟, 高松薫, “短時間の全

力自転車ペダリング運動における座位姿勢の相違が筋活動およ

び最大パワーに及ぼす影響.”, 体力科学, Vol.52, No.2, pp.167-178, 

(2003). 

図 6 表面筋電位 RMSの比較 

横軸はフレーム番号（時間）で 200,000～202,000（400～404秒）を拡大している。 

縦軸は RMS強度を示す（数値は正規化している）。青直線は左足・橙破線は右足である。 
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