
Vald Performance商品のご紹介
2種類の筋力測定機器を取り扱っております。

ハムストリング筋力測定機器 股関節筋群筋力測定機器

FORCEFRAME



NordBordのご紹介(1)

▪ NordBordとは

サッカーやラグビーで発生する全外傷の約15%を占めると
されるハムストリングの肉離れは1クラブあたり1シーズンに
平均5～6回発生し、選手個人とクラブにとって大きな損失を
もたらすため、その予防は極めて重要です。NordBoadは様々
な研究を基に開発され、2016年の発売以来、評価の簡便性と
費用対効果の高さから、ハムストリングの肉離れ対策のため、
世界各国のサッカーとラグビーのトップクラブで次々に採用
され続けています。

▪ ノルディックハムストリングによる測定

足首にセンサーをかけて、ノルディックハムストリング動作を

行います。ボード上の線を選手ごとに記録して必ず同じ位置に

膝頭をセットして測定を行います。股関節は固定したままで、

膝関節のみをできるだけゆっくりと動作し、その際にセンサー

にかかっている張力を測定します。エキセントリック局面での

測定だけでなく、体の傾きを保ったままアイソメトリック筋力

の測定も対応可能です。



NordBordのご紹介(2)

▪ NordBordの測定原理

NordBordは足首を固定するフック型の圧力センサーから

筋力を測定します。膝から上の重力mgと、膝関節軸から

ハムストリングの付着部までの距離LFhと、膝関節軸から

アンクルフックまでの距離Lsは一定なので、センサ―で

検出される力Fsは、上体の前方への倒れこみに伴うLwの

増大によるハムストリングのエクセントリック筋力Fhの

大きさを反映します。

NordBord上に1㎝間隔で記されている線に膝を合わせて

測定、トレーニングを行うことで一貫性をもって選手ごと

の推移を評価できます。

mg: 膝から上の重力=cg

Lw: 膝関節軸から重力の作用線までの距離

Fh: ハムストリング筋力

LFh:膝関節軸から筋の付着部までの距離

mg×Lw = Fh×LFh

Ls: 膝関節軸からアンクルフックまでの距離

Fs: アンクルフックのセンサーで検出する力

Fh×LFh = Fs×Ls

したがって、Fs = Fh×LFh / Ls



NordBordのご紹介(3)

▪ 専用アプリケーション

NordBordは専用のアプリケーションで操作します。
面倒な操作は必要なく、選手でも簡単に操作でき、
データはリアルタイムでフィードバックされます。
操作端末はWindows/MacOS/iOSの3つの中から
選択できます。左右差や過去との比較、グラフ表示
など一目で変化がわかる工夫がされています。

▪ DASH BORDによるクラウド管理

アプリケーションで取得したデータはすべてDASH BORDと

呼ばれるクラウドシステムに蓄積することができます。この

クラウドシステムでは、チーム・選手の全データ自動管理や

測定データのグラフ表示だけでなく、レポートの自動生成や

CSV/Excel形式へのエクスポートが可能です。多数の被験者

を対象にデータをため、傾向を見ることができます。



年齢・種目別に見たハムストリング筋力と受傷リスク予測

• 筋力が一定水準に達しないと肉離れの
リスクが大幅に増大する

左グラフはNordBordから得られたハムストリング
筋力とシーズン中の怪我の発生リスクとの関係性を
表したグラフです。

縦軸が発生リスクで、1.0が発生の可能性100％を
意味します。横軸がNordbordによって計測された
プレシーズン終了時点、すなわちシーズン開始直前
のハムストリングのエクセントリック筋力です。
年齢別の曲線から、筋力が高ければ高いほど肉離れ
のリスクが低下し、逆にある一定の筋力水準に満た
ない場合、急激に肉離れのリスクが高まることが
わかります。ちなみに種目ごとのラインはその種目
の平均値を示します。

（Timmins et al: 2015, Opar et al: 2015, Bourne et al.: 2015)を参照して作成したグラフ



ハムストリング肉離れ経験の有無と筋力からみた受傷リスク予測

• 受傷暦のある選手は特に筋力向上が重要

左のグラフはNordBordから得られた筋力と肉離れ
の受傷歴との関係性を表したグラフです。

左のグラフから、ハムストリングの受傷暦のある
選手はない選手に比べて、２倍以上のリスクを
持っていますが筋力レベルを高くしておくことで、
発生リスクそのものを低く抑えておくことが可能
であることがわかります。

肉離れをしてから復帰方法を考えるのではなく、
まず第一に、肉離れしないために筋力を高めると
いうことが重要となります。

（Timmins et al: 2015, Opar et al: 2015, Bourne et al.: 2015)を参照して作成したグラフ



FORCEFRAMEのご紹介(1)

▪ FORCEFRAMEとは

最新の研究情報では股関節内転筋力の外転筋力に対する
比率が弱いアスリートはそうでないアスリートに比べて
グローインペイン(鼠径部痛)が4倍発症しやすいことが
明らかにされています。

FORCEFRAMEはこうした研究成果を踏まえて、現場で
より正確に、そして手軽に内転筋力をはじめとする股関
節の運動機能評価を行うことを目的として開発されまし
た。

▪ 様々な姿勢における股関節筋群の筋力測定

立位、座位、仰向け、うつ伏せで測定を行えます。
怪我からの復帰明けの選手や高齢者に向けた測定でも、
安全に測定できます。姿勢を変えることで内転、外転、
内旋、外旋、屈曲、伸展、動作を測定し、選手の筋力を
評価できます。測定姿勢によっては、肩関節、首の筋力
測定にも使用できます。

FORCEFRAME



FORCEFRAMEのご紹介(2)

▪ 詳細なセットアップ方法

持ち運びも可能なFORCEFRAMEは任意の場所で、様々な被

験者に対応できるように高さや幅など細かに設定できます。

厳密に測定をする際に便利で、姿勢を統一し同じ動作で測定

を行うことで測定値の信頼性を高めることができます。

股関節180° 股関節90° 股関節60°

股関節屈曲 股関節内/外旋

選手の体格に合わせて
フレームをセット

センサーに加わる垂直力を正確に計測

測定例



FORCEFRAMEのご紹介(3)

▪ 専用アプリケーション

FORCEFRAMEは専用のアプリケーションで操作します。面
倒な操作は必要なく、簡単に操作でき、測定したデータは
全てリアルタイムでフィードバックされ、筋出力曲線、左
右差、最大筋力、内/外転比、基準値がすぐに確認できます。

操作端末はWindows/MacOS/iOSの3つから選択できます。

▪ DASH BORDによるクラウド管理

アプリケーションで取得したデータはすべてDASH BORDと

呼ばれるクラウドシステムに蓄積することができます。この

クラウドシステムでは、チーム・選手の全データ自動管理や

測定データのグラフ表示だけでなく、レポートの自動生成や

CSV/Excel形式へのエクスポートが可能です。多数の被験者

を対象にデータをため、傾向を見ることができます。



世界の導入事例

▪ 世界中のトップクラブで使用実績が増加中

▪ サッカー プレミアリーグ 16チーム

UEFA 42チーム

▪ MLS ８チーム

Ａ-リーグ 6チーム

▪ ラグビー ラグビーリーグ ９チーム

▪ ラグビーユニオン 21チーム

▪ アメリカンフットボール NFL 18チーム

▪ オーストラリアンフットボール 15チーム

▪ バスケットボール NBA 9チーム



税込商品金額（送料別）

商品名 商品画像 年間リース価格 3年間合計金額

NordBord
ハムストリング筋力測定機器

880,000円 2,640,000円

エリートパッケージ契約
納入形態は、3年契約の年間リース方式となります。
パッケージに含まれるもの

・NordBordユニット
・SCOREBBORD+DASHBORD（アスリート100名）
・無償パーツ交換/修理対応

※別途、Windows/MacOS/iOSいずれかの操作端末が必要になります。



税込商品金額（送料別）

商品名 商品画像 年間リース価格 3年間合計金額

FORCEFRAME
股関節筋力評価システム

880,000円 2,640,000円

エリートパッケージ契約
納入形態は、3年契約の年間リース方式となります。
パッケージに含まれるもの

・FORCEFRAME ユニット
・SCOREBBORD+DASHBORD（アスリート100名）
・無償パーツ交換/修理対応

※別途、Windows/MacOS/iOSいずれかの操作端末が必要になります。



NordBord 仕様

▪ 寸法 W:65㎝×H:45㎝×D:120㎝

▪ 重量: 25 kg

▪ 接続方法:USBケーブル、Bluetooth

▪ 充電:Mini-USB

▪ バッテリー形式:リチウムイオン電池

▪ 継続使用時間:約100 時間(電源駆動時)/100週間 (電源OFF状態)

▪ 内蔵センサー:Load cell(荷重変換器)×2

▪ センサー最大耐荷重:100 kg / 220 lb / 980 N

▪ サンプリング周波数:50 Hz



FORCEFRAME 仕様

▪ 寸法 W:103㎝×H:97㎝×D:150cm

▪ 重量: 27 kg

▪ 接続方法:USBケーブル、Bluetooth

▪ 充電:Mini-USB

▪ バッテリー形式:リチウムイオン電池

▪ 継続使用時間:約100 時間(電源駆動時)/100週間 (電源OFF状態)

▪ 内蔵センサー:Load cell(荷重変換器)×4

▪ センサー最大耐荷重:100 kg / 220 lb / 980 N

▪ サンプリング周波数:50 Hz (最大400Hz)



参考文献（NordBord）

▪ 被験者：Professional Australian Rules Football (AFL)

Opar, A., Williams, M., Timmins, R., Hickey, J., Duhig, S., Shield, A. Eccentric hamstring 
strength and hamstring injury risk in Australian footballers. Med Sci Sports Exerc. 
2015;47(4):857-65.

▪ 被験者：Professional Australian Football (Soccer) (A-League)

Timmins, R., Bourne, M., Shield, A., Williams, M., Lorenzen, C., & Opar, D. (2015). 
Short biceps femoris fascicles and eccentric knee flexor weakness increase the risk of 
hamstring injury in elite football (soccer): a prospective cohort study. British Journal of 
Sports Medicine, bjsports-2015-095362.

▪ 被験者：Professional and sub-elite Rugby Union (Super Rugby)

Bourne, M., Opar, D., Williams, M., Shield, A. (2015). Eccentric Knee Flexor Strength 
and Risk of Hamstring Injuries in Rugby Union: A Prospective Study. American Journal 
of Sports Medicine. 2015 Nov;43(11):2663-70


