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column 0

前田孝次朗	 学生メンバーをまとめてくれる先輩。初対面では少し怖そうな印象を受けるが、相談をすると親身に話
を聞いてくれます。サイバスロンのオンラインミーティング中にパソコンが故障したので、新しいパソ
コンを絶賛探し中です。重量級なので機体にはあまり搭乗することができません。（澤田）

澤田真	 前田さんと麻雀について討論しています。休日はバドミントンやランニングをして、気分転換をしてい
ます。お酒の飲みすぎによる下腹が出ることへの恐怖心のため、お風呂前の筋トレは欠かしません。事
務の人に教えてもらったカレーのレシピを作ってみようと思っていますがまだ調理をしていません。

小杉哲平	 学部の 1回生の時からサイバスロンに参加しています。ムードーメーカー。学生メンバーイチの怪力の
持ち主です。ねじが少しきつく締まっているとメンバーは小杉さんが締めたのではないかと疑います。小
腹がすくと机からお徳用のバームクーヘンを食べて、元気をチャージしています。（澤田）

“ 学生 ”メンバー紹介

【RT-Movers メンバー構成】
チームリーダー	 中嶋秀朗（システム工学部教授）
パイロット	 守田昌功（紀州車椅子サービス有限会社代表取締役）
チームメンバー	 前田孝次朗（ドクターコース（博士課程）2年）
	 小杉哲平（マスターコース（修士課程）2年）
	 澤田真（マスターコース（修士課程）2年）
	 菊地邦友（システム工学部助教）
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図1（ETH	Zürich	/	Nicola	Pitaro 及び Alessandro	Della	Bella，
https://cybathlon.ethz.ch/ 内の素材より引用して作成）

図2（https://cybathlon.ethz.ch/ 内の素材より引用して作成）

１．サイバスロンとは（文責：中嶋）

サイバスロン（Cybathlon）は、障害者が、ロボティ
クス技術などを活用した支援機械を身につけて競い合う国
際競技大会である。2016 年に第 1回大会が、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校（ETH）	の主催で開催された。
人と機械の融合が今よりも進化するであろう次の時代に向
けて、ユーザと支援技術（assistive	technology）をつ
なぎ、支援技術の発展を促すことを狙いとしている。競技
種目は図 1に示す 6種目であるが、今後増えていく予感
がする。
BCI（Brain-Computer	 Interface）種目は、脳波を信
号として用い、画面のプレーヤーを操作する。手のコント
ローラを用いて行う代わりに、頭で念じた脳波の変化を用
いてゲームを行う近未来的な競技である。ARM（Powered	
Arm	Prosthesis）種目は、義手をつけて競い合う。その他、
LEG（義足）、EXO（外骨格スーツ）、FES（機能的電気
刺激バイク）があり、RT-Movers が出場するのはWHL
（Powered	wheel	chair）種目である。
どの種目も、障害者が支援技術で障害を克服した上で、

通常の日常生活で困難なタスクをこなせるかどうかで競い
合う。WHL種目は、普通の電動車いすにとって移動が困
難な凸凹道、階段、横傾斜路面がタスクとしてコースに配
置された上で、車いすに搭載されたロボットアームでのド
アの開閉性能や小回り性能などを競う（図２）。特長は 2
つある。一つ目は、日常生活にフォーカスし、支援技術を
使って行うことが難しい日常生活の場面がタスクとして設
定されていることである。二つ目は、競技者は、麻痺など
があって自由に歩くことができない障害者であり、開発技
術の実ユーザであることである。
順位づけは、タスクの正確性と速さで決まる。各タスク
には、そのタスクの難易度に応じたポイントが設定されて
おり、タスクを無事に行うことができればポイントを獲得
する。ポイントの合計点で順位づけされ、仮に同点の場合
にはゴールする時間が早い方が高順位となる。図２中に
WHL種目の各タスクのポイントを記載した。難易度の高
いタスクが高い得点となっており、合計で 100ポイント
である。
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図3
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２. サイバスロン2020大会までの道のり
　		（文責：中嶋）

2016 年にスイスで行われた第 1回大会は世界から
25ヶ国 66	人のパイロットが出場し、また、4,600	人分
のチケットは売り切れるほど盛況に終わった。その機運を
盛り上げるために 2020 年の第 2回大会までに各種目ご
とにサイバスロンシリーズを開催することになった。
サイバスロンシリーズのWHL 種目は、サイバスロン
2016 大会での RT-Movers の活躍もあり日本で 2019
年に開催された。当初は和歌山大学でサイバスロンシリー
ズを開催するという話が持ち上がったが、組織としての受
け入れ態勢が整わず断念した。川崎で開催することとなり、
中嶋は大会実行委員会の副委員長として準備を進めた。川
崎開催のサイバスロン車いすシリーズは海外からの参加に
加えて、日本からは我々のチームを含めて 5チームが出
場し、まだ知名度の低いサイバスロンの裾野の拡大に成功
した。
気になる我々のチームの結果は、最下位であった。中嶋
は大会の副委員長であったこと、また、この分野の裾野を
広げることが重要な課題だったこと、そして、チームメン
バーそれぞれが責任を果たせるチームにするという長期的
なチーム作りを中嶋が意識していたこと、がこの最下位と
いう結果の理由である。チームの各メンバーが「誰かに頼っ
ているだけでは結果は出ない」という事実を認識し、それ
ぞれが自己成長を意識して活動するようなチームを目指し
たのである。途中、チームメンバー構成の再編や役割分担
の変更が発生し、サイバスロン 2020 の最終チームメン
バーとしては、中嶋（チームリーダー）、前田、小杉、澤
田（メンバー）、菊地（事務サポート）という体制となっ
た（対外的な取り組みへの大学の体制は今後の課題）。
サイバスロン 2020のゴールへの道のりは、長かった。
その理由は新型コロナウイルスによる影響が大きい。当初
は 2020 年 5月にスイスで開催だったのが、新型コロナ
ウイルスの感染拡大で 9月に延期となり、その後、さら
なる感染拡大により、世界各国で各チームが走行させて競
い合う方式で 11月 13日・14日に再延期となった。11
月の再延期も、当初は、大会当日に世界各国で走行させる
計画だったが、大会直前のヨーロッパでの感染急拡大によ
り走行を事前録画することになり、大会当日まで全チーム
が結果をシークレットにして大会当日に結果発表という方
式となった。この大きなうねりに、実は我々のチームも大
きく影響を受けた。それに関してポイントは二つある。
○中嶋は、2020 年 3月から 1年間スイスで在外研究

するためにすでにスイスに渡っていた、当初は5月にチー
ムがスイスに来て合流する計画だった。このような状況の
ため、3月～ 11月の大会までチームメンバーが分断した
状態で、準備を進める必要があった。
○各国で走行ということで、各チームがコースを含む大
会会場の準備を行い、さらに、大会運営を行う必要が発生
した。WHL種目のコースは大掛かりであり、大会仕様の
正確なコースを製作するためには大きな経費がかかる。あ
るいは、大会運営を行うにしても、会場スペースを確保
した上で、限られたスペースに時限的にタスクを正確に設
置するなどの設営スタッフや大会時の運営スタッフまでも
チームで準備しなければならなくなったのである。
結果として、5月の大会に対しては当初 100近いチー
ムが参加登録していたが、11月の大会への登録数は半分
程度（会場数は40程度）に減った。つまり、負担が増加
する新しい方式での大会に対応できないチームが約半分
あったということになる。WHL種目の日本国内の状況は、
当初日本からは5チーム出場予定だったが4チームとなっ
た。そして、日本における会場は東京会場（3チームが参
加。大会運営は、在日スイス大使館が中心に行った。）と
和歌山大学会場（チームとしての参加と大会会場運営の両
方を行った。）の2つだけだった。結果的に日本の参加チー
ムで大会会場運営の役割までも担ったのは、我々のチーム
だけだったことになる。チームの底力を示すことができた
と思う。
このようなドラマティックな状況を、日本にいるチーム
メンバーとスイスにいる中嶋という分断された環境で乗り
切るためには、各チームメンバーの成長が必要であり、前
田、澤田、小杉のメンバーは見事にその成長を遂げたと感
じている。中嶋が 3月にスイスに渡る前に開発は基本的
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図5-1

図 4

図 5-2

図 6

に終わっていたが、3
月に実施したパイロッ
ト搭乗練習時に出たバ
グに対するソフトウェ
ア修正と大会までのパ
イロットの練習は、日
本に残ったメンバーが
まさに自分の問題とし
て動く必要が出たため
である。
コロナ禍において日
本とスイスで連携して
プロジェクトを進める
ために、オンライン会議システム（図３）やシミュレータ
によるパイロット練習なども大いに活用した。実は近年、
テレプレゼンスロボットという、遠隔操縦をできるロボッ
トにテレビ会議システムを搭載して、あたかも遠隔地にそ
の人がいるかのようにする分身ロボットが商用化されてい
る（図４、Double	Robotics 社ウェブサイトより引用、
https://www.doublerobotics.com）のだが、まさに同
様なシステム構成（中嶋とスマホによるテレビ会議システ

ムで結び、そのスマホを一人の学生が持って動く）で、大
会当日、あるいは、大会に関する各種イベントを行ったの
である。図5-1、	5-2 は走行会場の様子、図6は大会運営
に携わった関係者である。大会運営は、中嶋ゼミの学生総
出で行った。本番で大会運営のトラブルがないように、何
回か土日に会場（北 1号館 1階フロア）を借りて事前の
リハーサルなども入念に行い、準備を行った。パイロット
の練習に関しては７章をご覧いただきたい。

column 1 2020 年３月 10日、本番さながらの搭乗練習が終わり士気も上がっていて、いよいよ本番とい
う時にサイバスロンが延期になった連絡がありました。肩透かしを食らったような気持ちで、学生
メンバーはその場から動けなくなったのを覚えています。
そこから約8カ月後、実際には大会本番はオンライン形式で行われました。機体や会場など様々

な準備を行いようやく本番を迎えました。そのようなこともあり、走行本番の2日前に行ったメン
テナンスの際には気合が入りすぎてしまい、それまで一度も経験したことのない、機体に使われて
いる直径5mmほどのねじを捩じ切ってしまうという場面もありました。（小杉）

メンバーも
本番に向けて
気合が入って
いました .
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図7

図 8

図 9-1

図 9-2

図 9-3 図 10
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３．RT-Mover の紹介と開発経緯（文責：中嶋）

RT-Mover シリーズは、プロトタイプ機を開発してからすでに 13
年前後経過する。中嶋は学生の頃、脚と車輪を併せ持つ脚車輪型ロボッ
トの移動能力向上を目指す研究を行っていた。2005 年の愛知万博で
は搭乗型の脚車輪ロボットの開発にも携わった。その経験や知見をも
とに 2007 年頃から RT-Mover のプロトタイプ機を開発し始めた。
その後、小型、中型（図７）の RT-Mover シリーズを経て、搭乗型
の RT-Mover	PType シリーズの開発を 2011 年前後に始めた。RT-
Mover	PType	2 号機、3 号機（図 8、2 号機（左）、3 号機（右））
の開発を千葉工業大学にて行い、PType	WA（図 9-1,9-2,9-3）を和
歌山大学にて完成させた。サイバスロン 2020 では PType	WA の改
良版である PType	WA	Mk-II（図 10）を開発して出場した。
RT-Mover シリーズは車輪型の移動体であり、そのコンセプトは「安
定性、高速性、エネルギ効率性の潜在的高さを最大限活かす」である。
道路を見渡すと 4車輪型の自動車ばかりが走行している。クローラ
型の建設機械ももちろん道路を移動できるのに、長距離を移動するとき
は、高速性と燃費の問題から、自力移動ではなく輸送用のトレーラで運
搬されている。つまり、もし 4車輪型の移動体が、階段を上ることが
できたり段差に対応できるのであれば、身の回りの環境はほとんどが舗
装された環境であるので、結果的に 4車輪型移動体が生き残ると考え
ている。これを意識したものがRT-Mover シリーズである。サイバス
ロン 2020 でも他の全てのチームが階段ではクローラ方式の移動であ
り、RT-Mover シリーズのオリジナリティが際立っている。
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図12

テーブル スラローム 凹凸路面 階　段 横傾斜路面 ド　ア 合　計

1位：HSR	enhanced（スイス）
獲得ポイント（point） 16 15 17 18 14 20 100
所要時間（秒） 24 11 7 68 5 69 184

2位：Caterwil（ロシア）
獲得ポイント（point） 16 15 17 18 14 20 100
所要時間（秒） 26 15 41 86 6 67 241

3位：Fortississimo（日本）
獲得ポイント（point） 16 15 17 18 14 20 100
所要時間（秒） 13 28 15 156 30 96 338

4位：RT-Movers（日本）
獲得ポイント（point） 16 15 17 18 14 20 100
所要時間（秒） 27 46 14 133 14 148 382

表 1

図 11

４．サイバスロン2020大会結果
　　	（文責：中嶋）

我々のチームの走行日は11月 7日（土）だった。
チーム（日本）、中嶋（スイス）、大会事務局（スイス）
をネットワークで結び（図 11）、やりとりを行いな
がら和歌山大学会場での走行を行った。
会場にコースを設営するために、前日に設置場所
の寸法を測定してテープを張っておき、当日にはタ
スク路面を運び込み設置した（図12）。力仕事であり、
中嶋ゼミの学生全員が運営スタッフとして奮闘した。
第 1走行の開始は 16:30 であり、14:30 にレフ
ェリー、タイムキーパなどの大会オフィシャルも含んだミ
ーティングを行い、その後、大会事務局とネットワークで
つなぎ準備を進めた。実はRT-Movers は世界の全チーム
の中で第一走者という名誉ある役割だったこともあり、ス
コアリングシステムが予定通り動かないなど、大会システ
ムに関するハプニングが結構発生し、走行までの 2時間
はあっという間に過ぎた。結果的に 5分前後遅れて第一
走行がスタートした。パイロット（守田）と、パイロット
と口頭でやり取りしてもよいサポートパーソン（前田）が
連携しながら、各タスクをこなしていった。各タスクの所
要時間、獲得ポイントは表１にまとめるが、すべてのタス
クを完了させてゴールまで完走することができた。
コロナ禍で大会前の搭乗練習は回数が限られていたこと

もあり、実は実際に搭乗して全てのタスクをこなした上で
時間内に完走できたのは、初めてだったのである。そして、
７章で紹介するパイロット練習とサポートパーソン（前
田）の準備が功を奏し、タスクを確実にこなし、第2、第
3走目も時間内に完走できた。
我々のチームとしては、パイロット（守田）が安全に、
かつ、確実に操作を行いゴールできることが一番大切なこ
とだったため、パイロットのゴールは何ものにも代え難い
瞬間であった。
競技順位についてであるが、表 1に 1位～ 4位のチー
ムの状況をまとめた。1位：HSR	enhanced（スイス）、
2位：Caterwil（ロシア）、3位：Fortississimo（日本）
であり、我々のチームは前回大会に引き続き、世界４位
となった。タスクの獲得ポイントは上記の 4チームとも
100点満点で同点であったが、タスクの所要時間の差に
より上記のように順位は決まった。
当初は倍近いチーム数が参加予定だったが、コロナ禍で
大会が延期、再延期となり、最終的に参加登録までたどり
着いたのはWHL種目では 8チーム（実際に走行できた
のは7チーム）だった。このような厳しい状況下において、
RT-Movers は無事に競技走行を果たし、世界4位という
成績を残すことができた。
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５．学術成果について（文責：中嶋）

サイバスロン2020大会での順位に加えて、我々のチー
ムは本プロジェクトを通じた学術面での貢献も意識して
行った。それは 2016 年大会の時も同様であり、研究開
発する内容に研究としてのオリジナリティを持たせ、それ
を社会に学術論文という形で還元して残す、ということで
ある。以下には、学術論文と国際会議に関する成果（国内
学会での発表及びその他、は除く）を記載する。

〇2016年サイバスロン大会での研究開発内容
【学術論文】
1.	Shuro	Nakajima,	 “A	New	Personal	Mobility	
Vehicle	 for	Daily	Life	 Improvements	on	a	new	
RT-Mover	 that	 enable	 greater	mobility	 are	
showcased	at	the	Cybathlon”,	 IEEE	Robotics	&	
Automation	Magazine,	vol.	24,	no.	4,	pp.37	–	48,	
2017.

2.	中嶋秀朗 ,“ 国際競技会サイバスロンを通じた移動プ
ラットフォームの移動性能確認と 4位入賞からの知
見 ”,	日本ロボット学会誌 ,	vol.	35,	no.	10,	pp.739	
–749,	2017.

3.	Shuro	Nakajima,	 “Evaluation	of	 the	Mobility	
Performance	of	a	Personal	Mobility	Vehicle	for	
Steps”,	 IEEE	ACCESS,	vol.	5,	pp.9748	–	9756,	
2017.

【国際会議】
1.	Shuro	Nakajima,	“User	Test	Report	of	Personal	
Mobi l i ty	 Vehicle, 	 RT-Mover	 PType	 WA”,	
IEEE	 International	Conference	on	Consumer	
Electronics,	2019.

2.	Shuro	Nakajima,	 “Step	up/down	motion	 for	a	
four-wheel-type	vehicle”,	 IEEE	Conference	on	
Intelligent	Transportation	Systems,	2018.

3.	Shuro	Nakajima,	“Concept	of	a	personal	mobility	
vehicle	 for	daily	 life”,	2016	 IEEE	 International	
Conference	 on	 Robotics	 and	Biomimetics,	
pp.1492	–	1497,	2016.

〇 2020年サイバスロン大会での研究開発内容	
【学術論文】
1.	Shuro	Nakajima,	 “Stair-climbing	gait	 for	a	four-
wheeled	vehicle”,	ROBOMECH	Journal	7	article	
20:1	–	8,	2020.

2.	澤田真 , 中嶋秀朗 ,	“ 前後操舵型と対向二輪型を相互に
変形可能なパーソナルモビリティビークルの開発 ”,	自
動車技術会論文集 ,	vol,	51,	no.6,	2020.	掲載決定

3.	前田孝次朗 , 中嶋秀朗 ,	“ 小回り性能が低い電動車いす
でも狭小空間で実行可能なドア開け動作 ”,	ライフサ
ポート学会誌 , 投稿中 .

【国際会議】
1.	Shuro	Nakajima	and	Shin	Sawada,	“Methodology	
of	 climbing	 and	descending	 stairs	 for	 four-
wheeled	 vehicles” , 	 IEEE	 Conference	 on	
Intelligent	Transportation	Systems,	2020.

他の参加チームと比較しても、充実した研究成果を残す
ことができ、大学ならではの存在意義を社会に示すことが
できた。なお、サイバスロン 2020 に関連する内容で今
後発表予定のものもある。

column 2 私たちが普段活動している研究室の中には、すべてのタスクを常設しておくスペースはありませ
ん。そのため実機練習のたびに入れ替える必要がありました。また、それぞれの地形は電動車いす
が乗り越えるため、頑丈にできています。運ぶことが一苦労なタスクもあります。そのため、特に
大きい階段タスクとドアタスクは研究室の１室に常設していました。さらにほかのタスクも、空い
たスペースに収納していたため、木材で部屋がいっぱいになっていました。初めのうちは坂の上で
滑ってよく転んでいたため、今では滑り止めテープを張るなど安全に練習ができるように工夫して
います。（小杉）

研究室の中が
アスレチックの
様でした .
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図13

6.	学生の視点からの
　		サイバスロンチーム参画の意義（文責：前田）

学生という立場でサイバスロンという大きな大会に参加
することは、正直なところ大変なことが多い。時間と精神
力を必要とする場面が多いからである。特に、サイバスロ
ンはロボットだけが競う大会ではなく、人とロボットの大
会であり、自分達の一挙手一投足に人命がかかっているた
め、一回の搭乗練習だけでも相当な精神力を削られるので
ある。
今回の2020年大会に大きく関わった3人の学生の内、
私を含めて 2人は 2016 年大会にも参加した。その時の
ことを振り返ってみると、大会当日に機体を動かすという
ことを 100%として、学生の力は 0.1%にも達していな
かったと思う。つまり、中嶋先生と（2016年大会のとき
の）パイロットの力で得た4位という結果であった。
2019 年 5月に 2020 年大会の前哨戦として車いす部
門大会が日本で行われた。このとき、“ 各メンバーが主体
的に関わる ”がチームのテーマであった。他のチームが素
晴らしいパフォーマンスをす
る中で、私達のチームは階
段をはじめとした過半数のタ
スクを棄権あるいは失敗し、
チームの名を地に落とした。
この結果になった要因は、「サ
イバスロンだけじゃない、他
にもやらなきゃいけないこと
がある」「既に頑張ってやっ
ているんだ」という様々な言
い訳精神だったと思うが、一
番大きかったのは「最後は、
先生が何とかしてくれる」と
いう気持ちであったのは間違
いないだろう。

そのことを考えると、最終的にはチームの中心となり、
大会当日に 3回実機を走行させることができた 3人の学
生はこの 1年半で大きく成長したのではないかと考える。
この成長に新型コロナウイルスが助力しているのは間違い
ない。というのも、当初、中嶋先生は 2020 年 3月から
スイスにいて、5月の大会でチームと合流する予定であっ
た。しかし、新型コロナウイルスの関係で大会自体が延期
になり、我々のチームは和歌山大学で走行することになっ
た。そのことによって「最後は、先生が何とかしてくれる」
という次元ではなくなったのである。スイスにいる中嶋先
生と連携を密に取りながらプロジェクトを進めたが、和歌
山の現地で作業や実験を行うのは我々 3人という状況に
なったのである。機体の維持、パイロットとの練習、パイ
ロットの安全確保など、それぞれの学生が「自分がやるし
かない」と思えたことが一番の成長につながった要因であ
ろう（図13は学生の3人で活動している様子）。

column 3 ある日の実機実験でドアタスクの実験をしていました。ドアを通過後、機体が坂を下っていると
きに「ボンッ！」と大きな音がして坂を転がり落ちていきました。このとき、バッテリーが膨らみ
爆発していたのです。PType	WA	Mk-II に使われているバッテリーは充電式なのですが、一定以上
充電がなくなると急激に落ちてしまい危険な状態になります。そのような事故を防ぐために実験中
は電圧計をチェックしながら行っています。ちなみに、使えなくなったバッテリーは塩水につけて
処理します。工具などと同じ棚に塩が入っているため、研究室配属されたばかりの人は「なんのた
めの塩だろう」と戸惑いがちです。（前田）

危険と
隣り合わせの
実験
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図14 図 15
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7．パイロットとの練習を通して学んだこと

　		
（文責：前田）

パイロットの守田さんは 2019 年 12 月にチームに合
流し、そこから守田さんを含めての練習が始まった。守田
さんとの練習は、守田さんに操作をうまくなってもらうと
いうことに並行して、いかに守田さんが操作しやすく間違
えないものを作るかという戦いでもあった。上半身をひね
りながら全方向を見渡すことができ、両手が自由に使える
我々が “ やりやすいだろう ” と開発した操作が守田さんに
とって “ やりやすい ” 操作ではないということを実感し、
モビリティという不特定多数の人を対象とした研究におい
て、実際のユーザの声は重いなと感じた。
チームとして、図14のように全タスクを設営し本番さ
ながらの搭乗練習を 2020 年 2月 28日～ 3月 9日まで
行った。この練習を受けて守田さんの操作も上達し、いよ
いよ大会だというところに、3月 10日、新型コロナウイ
ルスの影響で大会が延期になったという連絡があった。そ
の後、和歌山大学としても登学を自粛するようにという連
絡があり、守田さんとしてもチームとしても、今後どう
なってしまうのだろうという不安感の中で、それぞれのモ
チベーションの維持が非常に難しい課題であった。その後、
日本では少し新型コロナウイルスが落ち着きだし、6月上

旬、和歌山大学でも一部の学生が登学できるようになった。
しかし、安全確保などのために大人数を必要とする実機に
乗っての練習を守田さんにしてもらうことは難しい日々が
続いた。そこで、パソコン上で実機と同じ操作で動くシミュ
レーションを作成し、学生が週に 1度のペースで守田さ
んのところに伺い操作方法の練習を行った。図15はその
ときの様子である。パソコンでしか練習できない日々が続
き、視点や操作感など実機の感覚と異なる部分の多い練習
に、守田さんから「やる必要があるか」という不信感を提
示された。チームとして守田さんの安全のためであり、大
会での順位をあげるために必要だということで納得しても
らったが、それぞれの立場での考え方やモチベーションな
ど、大学の同じ研究室の学生だけで研究をしているだけで
は学べない、“ 人と関わりながら物事を進めていくこと ”
の難しさを体感した瞬間であった。
新型コロナウイルスの関係で、中嶋先生はスイスからオ
ンラインでチームを率いる形となり、私は守田さんに “声
かけ ” をする役割（サポートパーソン）になった。声かけ
は、守田さんの操作についての指摘や機体の位置合わせな
どについてレース中に発声することができる役割で、レー

　そのようなことを振り返りながら、学生という立場で
サイバスロンに参加する意義とは何かを考えた結果、答
えは “ 人それぞれ ” である。その人がどのような立場で、
あるいはどのような志で参加しているかによって得るも
のも見える景色も異なる。少なくとも私自身は、今回の
サイバスロン 2020 年大会にチームメンバーとして参加
できたことを誇りに思い、自身のこれからの成長の糧と
していきたい。

　最後に、自分達が主体となりやってみて改めて「決めら
れた日、決められた時間、決められた内容」でロボットを
安全に動かすということの難しさを感じた。特に、今回の
サイバスロン 2020 年大会では、新型コロナウイルスな
どの関係で状況が毎週変わるような中で、サイバスロンに
参加したすべての技術者に尊敬と称賛を送りたい。
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図16

8．ソフトウェア改良を通して学んだこと

　		
（文責：澤田）

チームとしては以下の3つのソフトウェア改良のフェー
ズがあった。
〇フェーズ１
　（期間：2019年 7月～ 11月　計５か月）
このフェーズでは、タスク攻略のためのソフトウェア改
良に取り組んだ。それぞれのタスクに対して、安全かつ高
速にタスク攻略ができる方法を議論し、ソフトウェア改良
をした。特にチームとしてサイバスロン 2020 大会のタ
スクで困難であったタスクは階段タスクとドアタスクで
あった。階段タスクは、サイバスロン 2016 大会で使用
した段差踏破手法ではクリアできなかった。そのため、1
からのソフトウェア開発の必要があった（図16は階段タ
スクを試行錯誤している様子）。同様に、ドアタスクでは
新たに取り付けたロボットアームのためのソフトウェア開

発を行う必要があった。このフェーズでは、「ミーティン
グ→動作実験→昼休憩→動作実験→機体メンテナンス→次
の日に向けたソフトウェア改良」というサイクルを繰り返
した。中嶋先生以外のチームメンバーは、決められたスケ
ジュールの中でのソフトウェア開発の経験がなかった。そ
のため、うまく機体が動作しない、バグが発生するなどの
失敗を多く経験した。しかし、毎朝のミーティングにおけ
るチーム内での検討や議論を重ねることによって少しずつ
であったが、着実にタスク攻略のためのソフトウェア改良
が進めることができた。
〇フェーズ２
　（期間：2019年 12月～ 2020年 3月　計 4か月）
このフェーズではパイロットである守田さんがチームに
合流し、守田さんとともにソフトウェア改良に取り組んだ。

スの出来を左右する重要な役割であった。守田さんとどの
ような声かけが分かりやすいのか、どのタイミングで発声
するのが効果的なのかなど毎週の練習の中で精度を高めて
いった。大会当日は、守田さんと私が目標にしていたすべ
てのタスクをクリアしたうえで、守田さんが一人で操作し

ていたときよりも良いタイムを出すという目標を達成する
ことができた。私のような若輩者の意見や指摘も柔軟に受
け入れ、大会当日にこれまでの最高のパフォーマンスをし
てくれた守田さんに感謝の意を表す。
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守田さんは左手にしびれが
あり、両手を用いての操作
が困難であった。そのため、
フェーズ１のソフトウェア
では両手を用いての操作を
想定していたが、守田さん
用に右手のみで操作可能な
方法に変更をした。また、
私たちと比較すると機体操
作・感覚が不十分な守田さ
んのために、操作支援方法
を考案し、ソフトウェアに
反映した。例えば、スラロー
ムタスクではコース寸法か
ら理想的な旋回半径を導出
し、機体の前進と微調整の
みでタスク攻略可能な操作方法、ドアタスクでは機体のス
タート位置を調整すれば、簡単な操作でドア開け可能な操
作支援などを導入した（図 17）。守田さんからの意見を
反映したプログラム改良により、この時点ですべてのタ
スクを攻略可能なソフトウェアが完成した。守田さんとい
う実際の車いすユーザの意見に基づくソフトウェア改良を
行ったという経験は、普段の学生・研究生活では体験でき
ない経験である。実際のユーザと研究者をつなげるという
サイバスロンに参加する意義を感じた場面であった。
〇フェーズ３
　（期間：2020年 4月～ 2020年 10月　計 7か月）
サイバスロン 2020 大会が新型コロナウイルスの影響
で11月に延期になり、チームとして、3月の搭乗実験の
際に発生したバグに対するソフトウェアの信頼性向上に取
り組むことにした。新型コロナウイルスの影響で実際に顔
を合わせてのミーティングは実施することはできなかっ
たが、オンラインでのミーティングを週 1回のペースで
行った。具体的には、チーム全員が再度ソフトウェアのす
べての行を確認し、バグが埋まっていないかのチェックを
行った。また機体の安全性を重視し、ソフトウェアが異常
停止した場合に安全に停止するためのアルゴリズムを導入
した。大学に登学可能になった後は、プログラムの耐久試
験を実施した。耐久試験では、1時間の間に機体が問題な
く動作するかのチェックを行った。この耐久試験を合計で
30時間程度行い、ソフトウェアの信頼性向上に努めた。
耐久試験を実施後、サイバスロン本番直前のパイロット練
習を行った。
ソフトウェア改良で学んだことは、「本番で確実に動作
するソフトウェアを作成する難しさ」である。これが難し

い理由は、普段学生が求められているソフトウェアの品質
とサイバスロン 2020 大会で求められるソフトウェアの
品質のレベルの乖離のためである。普段、学生が研究で作
成しているプログラムは極端に言えば、何回かに 1回成
功すればよいというレベルで作成している。しかし、サイ
バスロン 2020 大会に参加するためにはそのレベルでは
不十分である。確実に決められたタイミングで動作させる
ことが求められる。実際、サイバスロン 2020 大会本番
でも、運営側から指定された時間に機体を動作させること
が求められた。
今回のサイバスロン2020大会出場のためのソフトウェ
ア改良期間は1年 4か月（16か月）であった。確実に機
体が動くソフトウェアを作成するためには膨大な労力が必
要であることを、身をもって経験することができた。まさ
に、言うは易く行うは難しであった。
以上のようなソフトウェア改良の成果により、サイバス
ロン 2020 大会では 3回とも無事に機体が動作した。本
番のタスク実施中は機体の側でスポッター（安全確保人員）
をしながら、祈るような気持ちで機体の動作をチェックし
ていた。すべてのタスクをクリアして機体がゴールテープ
を切った瞬間は、これまでのチームメンバーのかけた時
間、労力が報われ、晴れ晴れしい気持ちになった。改良し
たプログラムを確認するために昼夜を問わず共に取り組ん
だチームメンバー、何度もプログラムをチェックしていた
中嶋先生、問題なく機体を操作した守田さんにはこの場を
借りて感謝の意を表する。
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図18

図 19

9. ハードウェアの改良、
　　	維持を通して学んだこと（文責：小杉）

2016年の第１回大会からのハードウェアの大きな改良
は、ロボットアームの追加とシートスライドの左右可動域
の拡大の２点である（図18）。
○ロボットアームとコントローラ
2016年のサイバスロンでは、ドアタスクはパイロット
が手でドアの開け閉めを行っていた。しかし、今大会では
ロボットアームを用いてドアの開け閉めを行う必要があっ
たため、開け用ロボットアームを右肘置き部に、閉め用
ハンドをシート背面に取り付けた。従来のコントローラの
ボタンやジョイスティックの入力数では、車いすとロボッ
トアームの同時操作が難しかった。この問題を解決するた
め、市販のゲーム機のコントローラを採用した。ボタンや
ジョイスティックの数が増加し、操作のバリエーションが
増えた事により車いすとロボットアームの同時操作が可能
になった。
○シートスライドの可動域
PType	WA	Mk-II はシートが左右方向にも移動するこ
とができる。従来、左右 20cmであったシートスライド
の可動範囲を左右 30cmに拡大することによって、搭乗
者の重心が左右に移動できる範囲が大きくなった。これに
よって、４車輪それぞれにかかる荷重を大きく変化させる
ことができ、階段タスクの６段階段の踏破を余裕を持って
行うことができるようになった。
次に、大会本番までの動作実験やパイロットの搭乗練習
を乗り越えて、本番に機体を確実に動かすためには、メン
テナンスが一番の肝であると感じている。そのように思う
理由は様々な失敗をしたからである。実際のメンテナンス
作業の中で間違った方法によって、ネジ穴を壊し、ねじ頭
をつぶし、間違った配線をつないだということもあった。
また、新型コロナウイルスの影響もあり、大学に登学でき
ず 4カ月越しにPType	WA	Mk-II を動作させた際には、

以前まで動いていたはずのモータのエンコーダが故障して
おり、スケジュールの遅延を発生させてしまう事もあった。
そのような失敗を経験したからこそ、動作中に様々な箇
所に気を配るようになり、機体の発する音や動作に目を配
るようになった。そしてメンテンナスの際には、ねじの締
り具合、配線の状況など、機体の隅々まで手入れを日常的
に行う事で、大会直前には機体への愛着が大きくなってい
たことは間違いない。本番直前に行った最後のメンテナン

column 4 PType	WA	Mk-II は商品ではなく研究段階のロボットなので手作りの部分が多いです。特に今回
のサイバスロンでも活躍したロボットアームのハンド（ドアノブを掴む部分）は完全に手作りです。
実はあのハンドはバージョン5で、試行錯誤を繰り返しながら今の形にたどり着きました。難しかっ
たのは、いかに簡単な機構と操作でドアノブを掴み、回すことができるかということです。大学近
くのホームセンターに行き、メンバーそれぞれで材料を購入し、チーム内でのコンペティションを
したこともあります。そのような工夫とアイデアによって作成されたものだからこそ愛着がありま
す。ちなみに、ドアを開けるためのハンドは全部で1,000円くらいの材料費で構成されています。（前
田）

手作りの
ロボットハンド
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スでは、図19のように学生メンバー３人で成功を祈るよ
うにねじの1本 1本を締めていた。
大会本番では、３回の走行するチャンスがあったが、各
走行時間のインターバルは30分しかなかった。パイロッ
トの乗り降り、バッテリーの交換などを差し引くと、メン
テナンスに割ける時間は10分ほどである。そのため、そ
れまでの練習時の経験をもとに効果的な部分を洗い出し、
素早く確実に行う必要があった。そのときの時間感覚や緊
張感は F1レースのピットインの様で、精神が研ぎ澄まさ
れていたように思う。図20はその時の学生メンバー３人
の様子である。
こうして振り返ると、「頻繁にそして適切にメンテンナ

スを行い、機体の状態を常に把握し良い状態で維持する」
という、まさにロボットと対話し続けるということが必要
だと感じている。大会本番の３回の走行すべてで機体が
ゴールテープを切ることができた時には、とても大きな達
成感が得られた。それと同時に多くの失敗から、確実で安
全に走行できる機体を維持するためには、膨大な労力が必
要であることを実感した。このような経験は自身のみでは
決してできるものではなくチームメンバー、中嶋先生、守
田さんをはじめ多くの関係するすべての方のおかげである
ことは間違いない。この場を借りて感謝の意を表す。

column 5 PType	WA	Mk-II の内部には、機体を動作させるための基盤があります。また、各基板間やモー
タ間を接続する配線が沢山あります（ざっと数えても何百本）。その大量の配線の中の 1本でも断
線したり、接続が悪くなるとうまく動作しなくなります。機体のある配線１本が悪くなっていて、
それを特定するために夜中に調査していたこともあります。何百本ある中から機体の動作を見て、
悪くなっている配線を推理して、探すのは大変でした。
そのため、動作範囲での配線の状態確認、機体動作前の配線状態の目視でのチェックは欠かせま

せん。（澤田）

PType
WA	Mk-II は
意外と
繊細なんです
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スポンサー、支援者一覧

以下に、本プロジェクトに対してご支援いただいた皆様を記載し、
感謝の意を表したい。ただし、名前の記載に同意いただいた方のみ
掲載しており、掲載をしていない他のご支援者の方々にも深く感謝
の意を表したい。

【企業及び団体】

○山崎産業株式会社

○和歌山大学システム工学部同窓会

○カワダロボティクス株式会社

○イグス株式会社

○セイカ株式会社

○マクソンジャパン株式会社

○和歌山大学基金

○株式会社小野電機製作所

○紀州車椅子サービス有限会社

○株式会社あみだ食品

○大洋化学株式会社

○和歌山県信用保証協会

○株式会社尾高工作所

○メイク広告株式会社

○Petraf 合同会社

○株式会社ふみこ農園

○毛利会計事務所

○和歌山大学

　岸和田サテライト友の会

○和大にゃんず

○小杉照子	 様

○山口恵美	 様

○山本健慈	 様

○さわけ	 様

○世界一がんばる　様

○伊藤稔明	 様

○恵下	 様

○大林玲子	 様

○澤田悠	 様

○菅道子	 様

○徐公士	 様

○東尾修	 様

○矢野耕司	 様

○山口良文	 様

○山崎由可里	 様

○あさみどり	 様

○渥美正道	 様

○上野智子	 様

○太田茂	 様

○大橋一喜	 様

○菊地邦友	 様

○北村修一	 様

○久保富三夫	 様

○窪原麻希	 様

○小林淳	 様

○塩見武志	 様

○新川育・愛	 様

○丹生安紀	 様

○藤本陽司	 様

○宗森純	 様

○Kawahara	kyoko　様

○LundmarkLeonard　様

【個　人】（お名前の記載にご同意いただいた方のみ掲載）
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