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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サッカー練習用ダミーを地面上に立てて支持するものであって、
　前記ダミーの下側部が差し込まれるように、上部に開放された装着溝を備え、側部には
、多数の挿入孔を有する支持ボディーと、
　長手方向に延び、外力によって弾性変形可能な直線部材であって、前記支持ボディーの
各挿入孔に、その後端部が着脱自在に挿設された状態で地面から支持力を伝達されて、外
部からダミーに加えられる力による支持ボディーの転倒を防止する棒状エクステンション
ポールを含む、サッカー戦術ダミー用多機能サポート装置。
【請求項２】
　サッカー練習用ダミーを地面上に立てて支持するものであって、
　前記ダミーの下側部が差し込まれるように、上部に開放された装着溝を備え、側部には
、水平に貫通した多数の挿入孔を有する支持ボディーと、
　長手方向に延び、外力によって弾性変形可能な直線部材であって、前記支持ボディーの
挿入孔を通過して、その両端部が支持ボディーを中心に逆方向に延び、地面から支持力を
伝達されて、外部からダミーに加えられる力による支持ボディーの転倒を防止する棒状エ
クステンションポールを備える、サッカー戦術ダミー用多機能サポート装置。
【請求項３】
　サッカー練習用ダミーを地面上に立てて支持するものであって、
　前記ダミーの下側部が差し込まれるように、上部に開放された装着溝を備える支持ボデ
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ィーと、
　長手方向に延び、外力によって弾性変形可能な直線部材であって、前記支持ボディーの
底面に後端部が固定ピンで連結されて、固定ピンを中心に回動自在であり、使用時に支持
ボディーの外側に開かれた状態で地面から支持力を伝達されて、外部からダミーに加えら
れる力による支持ボディーの転倒を防止する棒状エクステンションポールを含む、サッカ
ー戦術ダミー用多機能サポート装置。
【請求項４】
　前記エクステンションポールは、
　前記固定ピンを通じて支持ボディーにリンクされる支持部と、
　前記支持部に支持され、支持部の長手方向に移動可能な延長部と、からなる請求項３に
記載のサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置。
【請求項５】
　前記挿入孔は、上下左右に配され、
　前記エクステンションポールは、それぞれの挿入孔に挿入されて上下左右に固定され、
補強用連結台によって互いに連結された請求項１に記載のサッカー戦術ダミー用多機能サ
ポート装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サッカーの各種の技術と戦術とを習得するために使われるサッカー練習用ダ
ミーに係り、より詳細には、外力によってダミーが倒れないようにダミーを安定して支持
することはもとより、練習効果を倍加するための音響発生機能と光照射機能とを兼備した
サッカー戦術ダミー用多機能サポート装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　さまざまな多様な球技運動のうち、サッカーは、野球と共にかなり大衆的であり、人気
のあるスポーツとして愛されている。このようなサッカーでの楽しみは、サッカー競技中
、例えば、素晴らしいシュートを成功させるか、攻撃や守備のために、精巧かつ連続した
パスを繋ぐか、またはパワーのあるドリブルを通じて相手側の守備手を突破するなどのプ
レーから始まる。
【０００３】
　よりレベルが高く、面白いサッカー競技は、高度の技術と創造的な戦術はもとより、選
手個々人の体力と集中力とが土台になって初めて可能なものであって、それを裏付けるこ
とが選手個人の技量はもとより、体系的かつ科学的な練習である。
【０００４】
　一方、サッカーは、あくまでも足を主に使用するスポーツなので、正確かつ強力なキッ
クは、良いプレーができる基本要素であると言える。このような理由で、サッカー選手は
、多様な状況を仮定したシューテングやドリブル及びパッシング練習を通じてスキル向上
を図っており、このために、プロチームや同好会などでは、正確なキックとボールコント
ロール及びドリブル練習とのための専用練習用器具を使用する。
【０００５】
　前記サッカー練習用器具には、多様な種類があり、例えば、特許文献１（サッカー用フ
リーキック及びシューテング練習機）を通じて、フリーキックを練習することができる方
式のものも開示されている。
【０００６】
　前記練習機は、車輪付き支持ボディーと、前記支持ボディーの上部に平行に配されてい
る模型と、前記模型を弾性的に支持するバネなどで構成される。前記練習機は、フリーキ
ックを練習する時、キック地点から所定距離離隔した地点に配されて、仮想の相手側選手
の役割を果たす。
【０００７】
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　また、特許文献２（サッカーフリーキック練習用防御壁）は、四角フレームに固定され
た網と、前記網を支える基部と、前記基部の下部に設けられる移動車輪と、の構成を有す
る。
【０００８】
　ところが、前記従来のシューテング練習機や練習用防御壁は、そのサイズが大きく、重
くて、携帯性が非常に落ちるという短所を有する。多様な状況を変えながら演出するため
に、その位置を移動させることが非常に大変であり、煩わしいものである。車輪が設けら
れているので、近い距離は押して移動させることができるとしても、距離が遠い場合には
、運びが容易ではない。
【０００９】
　また、前記シューテング練習機の場合、平行かつ稠密に配されている模型の間隔を調節
するか、または、模型の高さを多様に変化させることができず、単なる障壁の役割以外の
活用度がないために、効率性が大きく落ちる。
【００１０】
　また、前記フリーキック練習用防御壁は、網を弾力的に支持する別途の構成がなくて、
例えば、網のフレームにボールが衝突する場合、または強風が吹く場合、防御壁自体がそ
のまま後ろに倒れて、毎度再び立てなければならないなどの不便があり、そのサイズが鈍
く、特に、車輪部分のブラケットは、非常に鋭いにも関わらず、支持ボディー外部に突出
するしかなく、運動中に衝突する時、深刻な負傷を発生させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】大韓民国公開特許公報第１０－２００２－００９３１８２号明細書
【特許文献２】大韓民国登録実用新案公報第２０－０４３８３６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、弾力性軽量素材で製作されたダミーを安定して収容支持して、外力によるダ
ミーの倒れを防止することができるので、それほど使用が便利であり、練習に集中できる
ようにするサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置を提供するところに目的がある。
【００１３】
　また、本発明は、場所に関係なく設置が自在であり、多数を前後左右に多様な間隔で配
置する場合、キック練習はもとより、ドリブル練習にも活用することができるサッカー戦
術ダミー用多機能サポート装置を提供するところに他の目的がある。
【００１４】
　また、本発明は、軽量の合成樹脂材であって、運動中に衝突しても、選手の負傷の恐れ
がなくて、安全であり、また、それ自体も衝撃によって破損される恐れがないサッカー戦
術ダミー用多機能サポート装置を提供するところにさらに他の目的がある。
【００１５】
　また、本発明は、音響発生部と光照射部とを備えて、サッカー練習時に、必要な音響を
出力するか、地面上に光を照射して練習効果を上昇させるサッカー戦術ダミー用多機能サ
ポート装置を提供するところにさらに他の目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記目的を果たすための本発明のサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置は、サッカ
ー練習用ダミーを地面上に立てて支持するものであって、前記ダミーが差し込まれるよう
に、上部に開放された装着溝を備えた支持ボディー；前記支持ボディーの下側部に設けら
れ、地面に支持された状態で、外部から前記ダミーを通じて伝達される側方向の力による
支持ボディーの転倒を防止する支え手段；を含む。
【００１７】
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　また、前記支持ボディーの側面には、多数の挿入孔が形成され、前記支え手段は、前記
挿入孔に、その後端部が着脱自在に挿設された状態で長手方向に延び、地面から支持力を
伝達される棒状エクステンションポールを備える。
【００１８】
　また、前記支持ボディーには、水平に貫通され、支持ボディーの側方向に開放された挿
入孔が形成され、前記支え手段は、前記挿入孔を通過して、その両端部が支持ボディーを
中心に逆方向に延び、地面から支持力を伝達される棒状エクステンションポールを有する
。
【００１９】
　また、前記支え手段は、前記支持ボディーに回動可能に設けられ、使用時に支持ボディ
ーの外側に開かれた状態で地面から支持力を伝達される棒状エクステンションポールを含
む。
【００２０】
　また、前記エクステンションポールは、固定ピンを通じて支持ボディーに回動可能にリ
ンクされる支持部と、前記支持部に支持され、支持部の長手方向に移動可能な延長部と、
とからなる。
【００２１】
　また、前記挿入孔は、上下左右に配され、前記エクステンションポールは、それぞれの
挿入孔に挿入されて上下左右に固定され、補強用連結台によって互いに連結される。
【００２２】
　また、前記支え手段には、支え手段に支持されて弾力のある状態を保持し、その外面に
訓練に必要なサイン内容や広告内容がディスプレイされた表示部が装着される。
【００２３】
　また、前記支持ボディーには、音響を出力する音響発生部と、前記音響発生部を駆動す
る制御部と、前記制御部及び音響発生部に電力を印加する電源と、が備えられる。
【００２４】
　また、前記支持ボディーには、外部から入力された作動信号を受信して、前記制御部に
伝達して、制御部をして音響発生部を出力させる受信部が含まれる。
【００２５】
　また、前記支持ボディーには、支持ボディー周辺の地面上に仮想の相手側の守備半径を
ディスプレイする光照射部がさらに備えられる。
【００２６】
　また、前記支持ボディーには、前記光照射部を制御する制御部と、前記光照射部及び制
御部に電力を印加する電源と、が備えられる。
【発明の効果】
【００２７】
　前記のようになされる本発明のサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置は、弾力性軽
量素材で製作されたダミーを安定して収容支持して、外力によるダミーの倒れを防止する
ことができて、それほど使用が便利であり、練習に集中できるようにする。
【００２８】
　また、本発明は、場所に関係なく設置が自在であり、多数を前後左右に多様な間隔で配
置する場合、キック練習はもとより、ドリブル練習にも活用することができて、その活用
範囲が広い。
【００２９】
　また、本発明は、軽量の合成樹脂材であって、運動中に衝突しても、選手の負傷の恐れ
がなくて、安全であり、また、それ自体も衝撃によって破損される恐れがない。
【００３０】
　また、本発明は、音響発生部と光照射部とを備えて、サッカー練習時に、必要な音響を
出力するか、地面上に光を照射して練習効果を倍加させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３１】
【図１】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置をダミーと
共に示す分解斜視図である。
【図２】図１に示したサポート装置の組立構造を説明する図面である。
【図３】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置の他の例を
示す分解斜視図である。
【図４】図３に示したサポート装置の組立構造を示した図面である。
【図５】図１または図３に示したサポート装置の平面図である。
【図６】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに他
の例を示す倒立斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに他
の例を示す倒立斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに他
の例を示す分解斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに他
の例を示す分解斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに
他の例を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示した支持ボディーの内部構成を説明する図面である。
【図１２】図１０に示した戦術ダミーの使用例を説明する平面図である。
【図１３】図１０に示した戦術ダミーのさらに他の使用例を示した図面である。
【図１４】本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさらに
他の例を示す斜視図である。
【図１５】図１４に示した支持ボディーの内部構成を示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明による１つの実施形態を添付図面を参照して、より詳しく説明する。
【００３３】
　基本的に、後述する本実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０は
、ダミー１１を支える支持ボディー２１が、例えば、強風などによって倒れないようにす
るための手段としてエクステンションポール２３を含む特徴を有する。
【００３４】
　前記エクステンションポール２３は、直径が１ｃｍ以下の弾力性軽量棒であって、支持
ボディー２１を安定して支持する。すなわち、支持ボディー２１が横荷重によって倒れな
いようにするものである。
【００３５】
　このようなエクステンションポール２３は、中空の金属パイプを曲げて製作した支持台
とは異なって、弾性変形可能であって、例えば、外力によってベンディングされた状態で
外力を除去すれば、直ちに直線形に復元される性質を有する。前記エクステンションポー
ル２３を適用することによって、支持ボディー２１をさらに軽量で製作し、それによりサ
ポート装置２０の携帯性をさらに向上させうる。
【００３６】
　通常、横荷重に対応するための方法として、基部自体の重量を増やすか、地面に対する
基部の接地面積を確張するなどの方式を採用することが一般的であるが、このような一般
的な方式は、全体的な重量を増加させることはもとより、携帯性を大きく低下させるだけ
である。
【００３７】
　本実施形態による多機能サポート装置２０は、エクステンションポール２３を適用する
ことにより、重量や体積を増加させないながらも、強力かつ安定した支持力を伝達して、
普通の強風でもダミー１１が倒れないようにする。すなわち、本発明は、後述する支持ボ
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ディー２１の重量を増やすか、接地面積を増やさず、軽量及び携帯性をそのまま保持しな
がら、単に横方向の荷重に対する耐荷重性を図ったものである。
【００３８】
　図１は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０が適
用された戦術ダミー１０を示す分解斜視図であり、図２は、前記サポート装置２０の組立
構造を説明する図面である。
【００３９】
　図１を参照すれば、本実施形態によるサッカー戦術用多機能ダミーサポート装置２０が
ダミー１１と共に組み合わせられて、１つの戦術ダミー１０を構成することが分かる。前
記戦術ダミー１０は、サッカー練習がなされる運動場（例えば、図１のＧ）に配列されて
、相手側選手の守備陣形を模写するか、図１２に示したように、ゴールポスト（Ａ）前に
平行に配されて、フリーキック練習に使われる。
【００４０】
　前記ダミー１１は、相手側選手の役割を行うものであって、スクリーン網１１ａと、ス
クリーン網１１ａのフレーム部に固定され、スクリーン網１１ａをぴんと張って保持する
弾力フレーム１１ｂと、からなる。前記ダミー１１は、軽量であり、弾性力があるので、
練習中にダミーと強く衝突しても、負傷を発生させるか、ダミーが破損される恐れが全く
ない。
【００４１】
　スクリーン網１１ａは、メッシュ状のシートであって、サッカーチームのロゴやファイ
ティングを督励する文句などが印刷される。また、弾力フレーム１１ｂは、常に開かれよ
うとする性質を有する弾性部材であって、スクリーン網１１ａのフレーム部に固定された
状態でスクリーン網１１ａをぴんと張って引っ張る。前記構成を有するダミー１１のサイ
ズや形状は、非常に多様に変更されうる。
【００４２】
　一方、本実施形態による多機能サポート装置２０は、板状のダミー１１を垂直に立てる
基部の役割を行うものであって、支持ボディー２１と多数のエクステンションポール２３
とを備える。
【００４３】
　前記サポート装置２０は、合成樹脂で成形製作されて軽量であり、運動場の底に打ち込
んで固定する方式ではないので、その配置が自在である。サッカー練習用ダミーのうち、
ある方式は、スパイクを用いて運動場の底に打ち込んで固定するタイプであるが、これは
、設置が煩わしく、それさえも人工芝球場では、人工芝の合成樹脂底に穴が開くという理
由で設置することもできない。
【００４４】
　とにかく、本発明のサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０は、軽くて、移動が
自在なので、例えば、多数の戦術ダミー１０を互いに独立して運用することができる。例
えば、戦術ダミー１０を相手側選手の予測隊形で配置するか、または不規則的に密集配置
し、戦術ダミー１０の間に精巧なパスをやり取りするパス練習のような多様な練習状況を
演出するか、ドリブル練習を可能にする。
【００４５】
　とにかく、本実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０は、上部に
開放された装着溝２１ａと、両側に開放された多数の挿入孔２１ｂを備えた支持ボディー
２１と、挿入孔２１ｂに着脱自在に挿設される多数のエクステンションポール２３と、を
含んで構成される。
【００４６】
　まず、支持ボディー２１は、合成樹脂で成形製作されたものであって、装着溝２１ａ内
にダミー１１の下端部を収容して、ダミー１１がほぼ垂直に立てられた状態を保持する。
例えば、運動場に支持ボディー２１を配置した状態で、開かれた状態のダミー１１を装着
溝２１ａに差し込んで固定する。
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【００４７】
　前記装着溝２１ａは、一定深さを有し、上部に開放され、挿入されたダミー１１の下端
部周りに密着できるようにスリットの形態を取る。開かれた状態のダミー１１が板状の形
態を取るので、装着溝２１ａは、上部から見下ろした時に、一定幅を有するスリットの形
態を取る。
【００４８】
　前記装着溝２１ａの底面の深さは、十分に深くて、例えば、ダミー１１の周りが装着溝
２１ａの内向面に密着した状態で、ダミー１１の下端部から離隔または面接することがで
きる。とにかく、装着溝２１ａに挿入されたダミー１１は、装着溝２１ａに埋め込まれて
立てられた状態を保持する。
【００４９】
　前記装着溝２１ａの形状がダミー１１の形状によって変わることはいうまでもない。本
実施形態の場合、板状のダミー１１を使用したので、装着溝２１ａがスリットの形態を取
るが、ダミーの下端部が、例えば、四角棒の形態を取るならば、装着溝２１ａは、一定深
さを有する四角孔になる。
【００５０】
　前記挿入孔２１ｂは、支持ボディー２１の前後面の下端に形成された溝であって、図２
に示したように、前後方に開放され、エクステンションポール２３の後端部を収容固定す
る。挿入孔２１ｂの形状や個数及び位置は、場合によってはいくらでも変わりうる。
【００５１】
　前記エクステンションポール２３は、弾性力を有する棒状部材であって、挿入孔２１ｂ
に、その後端部が挿設された状態で長手方向に延び、地面に接して地面から支持力を伝達
される。
【００５２】
　前記エクステンションポール２３は、外力によって支持ボディー２１が前後に倒れるこ
とを防止する支え手段として作用する。例えば、強風が吹いてダミー１１に側方向荷重が
加えられる時、ダミー１１が倒れないように支持する支え台の役割を行うものである。
【００５３】
　前記ダミー１１は、ほとんどの面がスクリーン網１１ａからなっているが、あくまでも
板状の形態を取るので、例えば、強風が吹く場合、風圧によって側方向荷重を受ける。ダ
ミー１１が支持ボディー２１に差し込まれて一体型を成すので、ダミー１１の側方向荷重
は、支持ボディー２１に伝達されて、言わば、エクステンションポール２３がなければ、
ダミー１１と支持ボディー２１とが一側に倒れる。
【００５４】
　このように、前記エクステンションポール２３は、支持ボディー２１に装着されて支持
ボディー２１が外力によって前後に倒れることを防止する役割を行うものである。前記エ
クステンションポール２３として、例えば、キャンピング用テントに使われる弾力ポール
台のような種類を使用することができる。前記エクステンションポール２３は、弾性力を
有し、太さが薄いために、支持ボディー２１と共に携帯することが非常に簡便である。
【００５５】
　前記エクステンションポール２３の長さは、エクステンションポール２３の先端部が、
図５に示したように、相手側選手の最大守備領域（Ａ）に到逹するように設計される。守
備領域（Ａ）とは、相手側選手が足を伸ばしてボールを奪うことができる領域を意味する
。しかし、エクステンションポール２３の長さは、他の必要を満たすために多様に変更さ
れることもある。
【００５６】
　図３は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置の他の例
を示す分解斜視図であり、図４は、前記図３に示した多機能サポート装置の組立構造を示
した図面である。
【００５７】
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　示したように、支持ボディー２１の下端部に他の形態の挿入孔２１ｃが形成されうる。
挿入孔２１ｃは、支持ボディー２１の下側部で水平に貫通された孔であって、前後方に開
放され、その内部にエクステンションポール２３を通過させる。
【００５８】
　エクステンションポール２３は、挿入孔２１ｃに差し込まれた状態で、その両端部が支
持ボディー２１の前後方向に延びて地面と接し、地面から支持力を伝達される。特に、エ
クステンションポール２３は、挿入孔２１ｃに挿入された状態で長手方向位置調節が可能
である。例えば、ダミー１１に加えられる側方向荷重方向の事情によってエクステンショ
ンポール２３の位置を適切に調節することができる。
【００５９】
　図５は、前記図１または図３に示したサポート装置２０の平面図である。
【００６０】
　図面を参照すれば、支持ボディー２１の前後に２個ずつのエクステンションポール２３
が差し込まれていることが分かる。前記エクステンションポール２３の先端部を連結する
仮想の円（点線部分）が守備領域（Ａ）を意味する。多数の戦術ダミー１０を立ててドリ
ブルを練習するユーザは、ボールが守備領域（Ａ）の内部に入らない練習ができる。
【００６１】
　図面符号２５は、表示部である。表示部２５は、両側エクステンションポール２３をそ
の内部に収容した状態でエクステンションポール２３の弾性力によってぴんと張って引っ
張られて開かれたメッシュ状生地部材であって、その外面に任意のマーキング部２５ａが
ディスプレイされている。
【００６２】
　マーキング部２５ａは、商業的広告内容でも、戦術ダミー１０を使用するサッカーチー
ムを示す固有なマークでもあり得る。または、守備領域（Ａ）を知らせるサッカーシュー
ズの写真や絵であり得る。このようなマーキング部２５ａは、表示部２５の生地上に印刷
方式で表示される。
【００６３】
　図６は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０のさ
らに他の例を示す倒立斜視図である。
【００６４】
　示したように、支持ボディー２１の底面前後側に収容溝２１ｄが形成されており、各収
容溝２１ｄ内に一対の回動型エクステンションポール２３が設けられている。
【００６５】
　前記エクステンションポール２３は、その後端部が固定ピン２３ａによって回動可能に
支持された棒状部材であって、サポート装置２０を使用しない時には、折り曲げられた状
態で収容溝２１ｄに収容され、使用する時のみに外側に開かれてサポート装置２０を支え
て支持する。
【００６６】
　また、固定ピン２３ａは、地面に対して垂直方向に延びた中心軸を有する連結付属であ
って、エクステンションポール２３を水平方向に回動するように支持する。場合によって
は、固定ピン２３ａを支持ボディー２１に対して着脱自在に適用することもできる。
【００６７】
　とにかく、エクステンションポール２３は、固定ピン２３ａに支持された状態で、外側
に開かれて戦術ダミー１０が倒れないように支え台の役割を行い、使用しない時には、内
側に折れて収容溝２１ｄの内部に収納される。
【００６８】
　図７は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０のさ
らに他の例を示す倒立斜視図である。図７に示すように、エクステンションポール２３を
テレスコピック形態で適用することもできる。
【００６９】
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　示したように、エクステンションポール２３は、その後端部が固定ピン２３ａによって
回動可能に支持される中空パイプ型支持部２３ｂと、支持部２３ｂに部分的に挿入された
状態で長手方向に摺動可能な延長部２３ｃと、で構成される。
【００７０】
　前記延長部２３ｃは、使用時には、支持部２３ｂから外部に引き出され、使用しない時
には、支持部２３ｂに挿入されてエクステンションポール２３の全長を最小化させる。
【００７１】
　図８は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０のさ
らに他の例を示す斜視図である。
【００７２】
　図８を参照すれば、支持ボディー２１の前面及び裏面の下端部に４個ずつの挿入孔２１
ｂが上下左右に配されていることが分かる（図面の角度上、前面部の挿入孔のみ示されて
いる）。
【００７３】
　また、それぞれの挿入孔２１ｂには、エクステンションポール２３の後端部が挿設され
る。各エクステンションポール２３は、連結台２３ｄによって互いに結合されて、言わば
、トラスの構造を取る。連結台２３ｄの連結構造が、必要に応じて変わりうるということ
はいうまでもない。
【００７４】
　このように、エクステンションポール２３の個数をより多く適用し、連結台２３ｄで連
結することにより、支持ボディー２１をより強力かつ安定した力で支持することもできる
。
【００７５】
　図９は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０のさ
らに他の例を示す斜視図である。
【００７６】
　図９に示したように、上側挿入孔２１ｂに挿設されたエクステンションポール２３が下
部に傾いて、その先端部が下側エクステンションポール２３の先端部と結合しており、各
エクステンションポール２３は、多数の連結台２３ｄによって互いに固定されている。上
側エクステンションポール２３を下部に傾斜してセッティングして下側エクステンション
ポール２３に結合させることにより、より大きな力で支持ボディー２１を支持することが
できる。
【００７７】
　図１０は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置のさら
に他の例を示す斜視図であり、図１１は、図１０に示した支持ボディーの内部構成を説明
する図面である。
【００７８】
　図面を参照すれば、支持ボディー２１の前面及び裏面に設置口２１ｅが形成されており
、各設置口２１ｅ内に音響発生部３１が内蔵されていることが分かる。音響発生部３１は
、音響を出力するスピーカーであって、設置口２１ｅの内部に挿入されて外部衝撃から保
護される。例えば、サッカー練習中にサッカーボールに直接に衝突する恐れがない。また
、降雨時にも雨に打たれない。
【００７９】
　また、支持ボディー２１の外側面には、スイッチ３２と作動表示ランプ３４と受信部３
３とが配される。スイッチ３２は、ユーザによって操作されるものであって、音響発生部
３１をオン／オフする役割を果たす。例えば、後述する制御部３５と電源３７とを駆動し
て音響発生部３１を作動させる。ユーザは、戦術ダミー１０を必要な地点に配置した後、
スイッチ３２を操作して、訓練中に出力音響を聞くことができる。
【００８０】
　作動表示ランプ３４は、現在音響発生部３１が作動しているかを知らせるランプである
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。作動表示ランプ３４が点灯されていれば、音響発生部３１が作動しているものであり、
消灯されていれば、作動しないものであって、ユーザは、作動表示ランプ３４を通じて音
響発生部３１の作動有無を遠くでも肉眼で確認することができる。
【００８１】
　受信部３３は、外部のコントロール装置（図１２の４０）から出力された操作信号を受
けて制御部３５に伝達する役割を果たす。受信部３３に受信された内容は多様であり、こ
れと関連した説明は後述する。
【００８２】
　前記支持ボディー２１の内部には、制御部３５と電源３７とメモリ部３９とが備えられ
る。制御部３５は、音響発生部３１と電源３７とメモリ部３９とを制御すると同時に、受
信部３３を通じて伝達された信号を処理して音響発生部３１をして音響を出力させる。
【００８３】
　電源３７は、充電型バッテリであって、音響発生部３１の動作に必要な電力を供給する
。電源３７を充電できるように、電源３７と連結された充電用電力線（図示せず）を支持
ボディー２１の下部に巻いて適切に収納することもでき、支持ボディー２１の底に電源３
７収納用ドアを設置して、電源３７自体を着脱自在に内蔵させることもできる。
【００８４】
　メモリ部３９は、音響発生部３１を通じて出力させる内容が保存されている保存装置で
ある。例えば、実際競技が開かれている競技場の音や、個人やチームの訓練に役に立つ音
楽や歌が保存されているものである。前記のように、音響発生部３１が備えられているサ
ポート装置２０は、サウンド出力の効果を有するので、サッカー練習の効果を倍加させる
ことができる。
【００８５】
　前記構成を有するサポート装置２０は、別途のコントロール装置４０を通じて制御が可
能である。コントロール装置４０は、多様な方式の無線通信網を通じてあらゆるサポート
装置２０と接続される。コントロール装置４０は、スマートフォンやタブレットＰＣまた
はノート型パソコンであり得る。
【００８６】
　コントロール装置４０を通じてそれぞれのサポート装置２０を個別的に操作するか、あ
らゆるサポート装置を統合的に制御するか、サポート装置をグループ化して、グループ別
に制御することもできる。
【００８７】
　また、コントロール装置４０を通じて監督やコーチまたはその他の関係者に指示するこ
とも可能である。例えば、コントロール装置４０のマイク４６を通じて訓練に必要なさま
ざまな事項を指示すれば、指示事項がサポート装置２０の音響発生部３１を通じて出力さ
れる。監督やコーチが敢えて声を出せないとしても、サポート装置２０の周辺で練習して
いる選手に指示内容がより鮮明に伝達される。
【００８８】
　コントロール装置４０を通じて遠隔で入力した内容、例えば、監督やコーチのコーチン
グ内容や選手に指示する多様なメント、またはコントロール装置４０自体に保存されてい
る音響情報などが、受信部３３を経て音響発生部３１を通じてリアルタイム出力されると
いうことは当然である。
【００８９】
　また、コントロール装置４０を通じて制御部３５も操作可能である。制御部３５を操作
して、メモリ部３９に保存されているさまざまな音響を遠隔で出力することもできる。
【００９０】
　図１２は、図１０に示した戦術ダミー１０の使用例を説明する平面図である。
【００９１】
　示したように、運動場（Ｇ）に多数の戦術ダミー１０が配されている。戦術ダミー１０
のフォーメーションは、実際競技時に予測される相手側の守備陣形である。また、戦術ダ



(11) JP 6956852 B2 2021.11.2

10

20

30

40

50

ミー１０を運動場に配置する間に、支持ボディー２１に設けられているスイッチ３２をオ
ン（ｏｎ）状態に切り換えなければならない。
【００９２】
　選手は、配されている戦術ダミー１０の間を通過し、パスとドリブル練習とを実施する
。この際、監督やコーチは、運動場の外部でコントロール装置４０を通じて選手の練習を
指示する。前記のように、マイク４６を通じて練習に必要な指示をすれば、指示内容が各
サポート装置２０の音響発生部３１を通じて選手に伝達される。遠距離でも指導者のメッ
セージが鮮明に伝達される。
【００９３】
　また、自律練習を実施する場合には、制御部３５を通じてメモリ部３９に保存されてい
る音響を出力させることにより、実際サッカー競技が進行する時の現場感を生かすか、個
人やサッカーチームが所望する音楽や歌を出力することもできる。
【００９４】
　図１３は、図１０に示した戦術ダミー１０のさらに他の使用例を示した図面である。
【００９５】
　図１３を参照すれば、ゴールポスト（Ｐ）の前側に多数の戦術ダミー１０が配されてい
ることが分かる。戦術ダミー１０は、ゴールポスト前のフリーキック時に、相手側選手の
代わりをするものであって、選手は、戦術ダミー１０を避けてシューテングする練習がで
きる。　
【００９６】
　この際、前記音響発生部３１を通じて集中力を妨害する音楽を出力して、キッカーの集
中力向上練習を兼ねることができる。
【００９７】
　図１４は、本発明の一実施形態によるサッカー戦術ダミー用多機能サポート装置２０の
さらに他の例を示す斜視図であり、図１５は、図１４に示した支持ボディーの内部構成を
示した図面である。
【００９８】
　示したように、前記支持ボディー２１に、多数の光照射部４８、受信部３３、スイッチ
５１、制御部３５、電源３７、メモリ部３９が備えられている。
【００９９】
　前記光照射部４８は、支持ボディー２１の四方に設けられる光発生手段であって、地面
に広角のビームを照射して光照射ライン４９を形成する。光照射ライン４９は、サポート
装置２０の周りに所定領域を表示する。所定領域は、相手側選手の守備領域である。この
ように地面に守備半径を表示するので、選手は肉眼で守備領域を確認し、ドリブル練習を
より効果的に行うことができる。前記光照射部４８として一般的なレーザビームポイント
を応用することができる。
【０１００】
　場合によっては、単なる守備領域のみディスプレイするものからさらに、多様な動的及
び静的イメージをディスプレイすることもできる。例えば、コントロール装置４０を通じ
て光照射部４８を制御して、動くか、停止された形状をディスプレイすることができる。
また、照射される光のカラーや明るさ調節はもとより、光出力モードもいくらでも変更可
能である。このような機能は、制御部３５を通じていくらでも可能である。
【０１０１】
　前記スイッチ５１は、光照射部４８をオン／オフする役割を果たす。スイッチ５１をオ
ンさせれば、電源３７の電力が光照射部４８に供給され、オフ（ｏｆｆ）させれば、光照
射部４８が作動しない。また、前記スイッチ５１は、遠隔制御も可能である。例えば、前
記コントロール装置４０を用いて遠隔でいくらでもオン／オフ操作ができる。コントロー
ル装置４０から伝送された各種の制御信号は、受信部３３を通じて制御部３５に伝達され
る。
【０１０２】
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　コントロール装置４０から伝送された制御信号は、光照射部４８から出力される光のカ
ラーや明るさまたは照射される内容に関するものである。遠隔地で、例えば、スマートフ
ォンを用いて光照射部４８を必要に合わせて操作することができる。
【０１０３】
　メモリ部３９は、光照射部４８の出力と関連した情報が保存されている。例えば、光照
射部４８を通じて出力する光のカラーや明るさまたは点滅の特許から光照射ライン４９の
サイズや動的静的イメージが保存されているものである。制御部３５は、遠隔信号に基づ
いて、またはランダム方式で、メモリ部３９に保存されている光出力信号を抽出して光照
射部４８を駆動することができる。また、電源３７は、充電式バッテリであって、光照射
部４８の作動に必要な電力を供給する。
【０１０４】
　以上、本発明を具体的な実施形態を通じて詳細に説明したが、本発明は、前記実施形態
に限定せず、本発明の技術的思想の範囲内で当業者によってさまざまな変形が可能である
。
【符号の説明】
【０１０５】
１０　戦術ダミー
１１　ダミー
１１ａ　スクリーン網
１１ｂ　弾力フレーム
２０　サッカー戦術ダミー用多機能サポート装置
２１　支持ボディー
２１ａ　装着溝
２１ｂ、２１ｃ　挿入孔
２１ｄ　収容溝
２３　エクステンションポール
２３ａ　固定ピン
２３ｂ　中空パイプ型支持部
２３ｃ　延長部
２３ｄ　連結台
２５　表示部
２５ａ　マーキング部
３１　音響発生部
３２　スイッチ
３３　受信部
３４　作動表示ランプ
３５　制御部
３７　電源
３９　メモリ部
４０　コントロール装置
４６　マイク
４８　光照射部
４９　光照射ライン
５１　スイッチ
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