
	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 平成２５年度	 

	 

	 

課題研究発表会	 

	 

要旨集	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

平成２５年９月２６日	 

	 

	 

	 

	 

	 

東京工業大学附属科学技術高等学校	 

システムデザイン・ロボット分野	 
  



平成２５年度課題研究発表会プログラム 
日時	 平成２５年９月２６日	 木曜日 
会場	 ３号館 ４階 大講義室 

 
１０：００	 開会 

来賓紹介 
１０：１０	 発表開始 
	 

１．関節を有した多足歩行ロボットの探査における実用性の検証	 

Utility of Multi-legged Walking Robot with Joints 
 

 
２．障害物を避けて目的地に到達するロボットの開発評価	 

Making and Evaluation of Obstacle Avoidance Robot with Potential-function 
 

 
３．はばたき機構を用いた前進旋回可能なペンギン型水中移動ロボットの開発	 

Development of Penguin Robot  
              which can Swim Straight and Turn with the Flapping System 
 

４．ドルフィンキック式推進機構を用いた水中探査機の開発	 

Development of Underwater Probe Robot with Dolphin Kick Propulsion System 
 

 
５．試料採取機能を有した水中探査機の開発	 	 

Development of an Underwater Probe with a Sampling Function 
 

 
６．はばたき機構を用いた鳥型ロボットの開発	 

Development of the Bird Type Robot Using Mechanism of Flapping Wings 
 

 
７．ハイブリッドエンジンの燃費と動力性能の向上	 

Improving Fuel Efficiency and Performance of Hybrid Engine 
 

 
８．マスター/スレーブハンドロボットによる遠隔操作作業の実現	 

Materialization of Remote Controlling with the Master and Slave Hand Robot 
 

 
	 

１１：５０	 講評 
１２：１０	 閉会 
 

※	 発表７分，質疑３分（１鈴５分，２鈴７分，３鈴１０分） 
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関節を有した多足歩行ロボットの探査における実用性の検証 

Utility of Multi-legged Walking Robot with Joints 

発表者氏名 1.飯田侑美  3.井上陸  6.大田原陸  35.三浦興司  37.宮﨑大輔 

担当教員  岩城  純     

1. 研究目的  

多足歩行及び関節を有することで、行動範囲の広い遠隔操作ができるロボットの製

作を目的とする。段差などの障害物に対する性能に関する検証を行うことで、探査ロ

ボットとしての実用性を評価する。  

 

2. 本体概要  

2-1.特徴  

 2 本の足を一つのユニットとして、8 つのユニットを有する（16 足歩行）。  

 本体の 3 箇所にある関節により本体を曲げ、反らせることができる。  

2-2.機体  

本体は 1.5mm 厚のアルミ板を使用した。本体は

4 本の足ごとに 4 つの部分に分かれており、関節部

分にサーボモータ、ギヤードモータを用いること

で各ブロックを持ち上げ、左右についた 16 本の足

により走行を行う。  

足の機構には、スライダクランク機構を用いた。

また関節を曲げる事により、段差や障害物に乗り

超えることができる。  

 

サイズ  500×310×120 mm 

重量  4000g 

材料  アルミ、アクリル  動力  ハイパワーギヤボックス HE 

バッテリー  7.2V 4000mAh ×3  サーボモータ HS-805MG 

マイコンボード  Arduino Fio  ギヤードモータ 540K300 

 

 

Fig1.概観図  

Fig2.足  
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2-3.制御  

マイコンボード ”Arduino”と無線モジュール ”XBee”を用いて、無線通信による遠

隔操作を可能とした。足の制御にはモータドライバを使用し、ギヤードモータを動

かすために FET を用いた H ブリッジ回路を製作した。  

 

3. 研究内容  

3-1.研究方法  

歩行性能の評価は、歩行の速度と乗り越えられる段差の高さおよび歩行環境を

もとに行った。段差は工作マットを重ねることで 2mm 刻みに高さを変化させ、

歩行速度は、アスファルト、砂利そして芝生の上といった 3 種類の歩行環境で機

体を走らせて計測及び評価を行った。  

3-2.実験  

  実験の際ギヤードモータの動きが安定しなかったため、関節はサーボモータを

用いた 2 箇所のみとし、足を 16 本から 12 本に変更し実験を行った。  

 

4. 研究結果  

Table1.歩行環境と歩行速度  

歩行環境  アスファルト  砂利  芝生  

歩行速度 [km/h] 0.61 走行不可  走行不可  

各環境での歩行速度を Table1 に示す。乗り越えられる段差の高さは 65mm であ

った。当初の予想より低かったが、車高と同じである直径 120mm のタイヤを使用

した時に超えることができる 30mm よりは、大幅に上回る結果となった。  

  

5. 今後の課題  

カメラを搭載することで遠隔操作でもロボットの周囲の様子をわかるようにする。ギ

ヤードモータの動きを安定させ、当初の設計であった関節を 3 箇所、足を 16 本にする。  

現在、トルク不足のため走行可能環境が限られてしまうため、よりトルクが出るモー

タに変更し、走行可能環境を広げる。  
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障害物を避けて目的地に到達するロボットの開発評価 

Making and Evaluation of Obstacle Avoidance Robot with Potential-function 

発表者  2.石橋  耀二 5.太田  宗一郎  10.片山  瑞穂  34.星谷  宏樹  38.迎  健吾  

指導教員  岩城  純  

1.研究目的  

これからの時代は、ロボットが惑星探査や災害などの困難な状況下でも自律的に動

作することが益々求められるようになる。そこで私たちは半自律的に経路探索し、目

的地に到達する機能を持つロボットを開発・評価することを目的とした。  

2.研究方法  

 駆動系を含むロボット本体の製作、障害物等を認識するセンサ系、ロボットを移動

させるプログラム、そしてパソコンとロボットという通信の４つの項目を軸に研究を

進めていくこととし、「人の手を介さずに目的地まで到達できるロボットの製作」を最

終的な到達目標とした。  

3.研究内容  

・ロボット本体の仕様  

ロボットのフレームには、アルミパンチングボード、そして駆動部にはステッピン

グモータを使用した。また障害物の座標認識と緊急停止のために、計 7 つの赤外線セ

ンサを用いた。さらに、ロボットの向いている方向を正確に認識するため地磁気セン

サを用いた。  

・プログラム  

 ロボットの制御にはポテンシャル法を用いた。 

これは複数の小さな山があるすり鉢状の斜面を、山

をよけながらボールが下る現象を数学的に再現し、

制御に用いるものである。また、ポテンシャル法で

は対応できない場合は、乱数を用いて経路をロボッ

トに送信した。これはベクトルの生成はパソコンで

行い、算出されたベクトル情報は、通信モジュール

XBee を用いてロボットに送信するというものであ

る。  

 

Fig.1 ポテンシャルグラフ 
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4.研究結果  

 

評価 1: ソフトウェア上に予め障害物を設置し、ポテンシャル法のプログラムに従って

 ベクトルを生成し、ロボットを動かす。  

 結果 : 障害物を 1 つだけ設置した場合は、ロボットの初期座標と目的地との線分上

 に障害物が存在する場合を除いて、ほぼ確実に目的地に到達することができた。

 障害物を複数個設置した場合は、ある領域から抜け出せなくなってしまったが、

 プログラム内のパラメータを修正することによって改善することができた。  

評価 2: 障害物を配置し、これらをロボットからの相対座標として検知できるようにす

 る。  

 結果 : 送信したベクトル上に障害物を検出した時は、ロボットが自動で停止し、障害

 物の測定を自動で行うことができた。計測結果を Excel 上でグラフにしたとこ

 ろ正確にプロットすることができた。  

 

5.今後の展望  

 ・ロボットの現在地の絶対座標を取得する。  

 ・障害物をロボットが検出したものに従って  

  ソフトウェア上に表しポテンシャル法に  

  より動かす  

 

 

 

 

 

 

 

参考文献  

ポテンシャルを組み込んだパーティクルコントロールによる自律移動ロボットの障害

物回避 (名古屋大学 ) 

http://www.suzlab.nuem.nagoya-u.ac.jp/files/N-09-08_Shimakura_Robomec2009.pdf 

Table.1 機体仕様 

直径 260 mm 

全高 235 mm 

重量 1.94 kg 

通信 XBee シリーズ 2 

障害物検知 赤外線センサ 

2Y0A21 F 32 

 サーボモータ 

S03T 2BBMG 

方向検知 地磁気 

駆動モータ ステッピングモータ 

ST-42BYG0506H 

マイコン Arduino 

Fig.2 ロボット外観  
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はばたき機構を用いた前進旋回可能な  
ペンギン型水中移動ロボットの開発  

Development of Penguin Robot which can Swim Straight 
and Turn with the Flapping System 

 15 近藤那央  16 齊藤七海  21 竹内和雅  25 仁科卓海  40 室谷英明  

指導教員  門田和雄  

1.研究目的  

 海中を高速で遊泳するペンギンは、体の形状、はばたきによる推進など現代の技術

を越える性能を有し、学ぶべき部分が多くある。ペンギン型水中移動ロボットの開発

を通して、遊泳するメカニズムを考案し、水中探査などの分野において活用できるよ

うな技術の取得を目的とする。  

2.研究方法  

すみだ水族館でのマゼランペンギンの観察から、ペンギンの形状に近づけたロボッ

トの製作を行う。また、ペンギンの翼（以下フリッパー）もペンギンと同じ形状の物

を製作する。様々な剛性のフリッパーを製作し、実験から性能の良いフリッパーを選

定する。  

3.研究内容  

①胴体部分の製作  

ペンギンの胴体の計測データをもとに全長を 0.85m とす

る胴体部分を設計した。材料には、加工性や機械的強度、耐

疲労性に優れているポリアセタール（POM）を採用し、レー

ザ加工機により各部品を切り出し組み立てた。外側にはウエ

ットスーツを被せた。  

②はばたき機構とギアボックス  

動力源のＤＣモータから歯車により左右の円運動を作

り、はばたき運動に変換する。壊れにくく、大きなトルク

を得ることを考慮し機械的な機構を用いる設計を採用し

た。このはばたき機構の出力トルクは、DC モータを歯車

により減速させることによって 0.98N･m･45/25=1.76N･m、

はばたき周期は 60s/(3600rpm･25/45･1/25)=0.75s となる。 

Fig.1 ペンギンの胴体  

Fig.2 はばたき機構  
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軸部分は旋盤を用いて製作し、ギアボックス本体はレーザ加工機でアクリル板を切

り出して製作した。防水のため、駆動部にＯリングを用い、機構をタッパーに入れ、

さらに外側をジッパー付きの袋で覆った。  

③フリッパー  

ペンギンの観察から形状、曲げ剛性を本物に近づけた。フリッ

パーは二枚のポリプロピレン材の間に薄い金属板を挟み込んだ

構造とした。挟み込む金属板の長さを変えて 4 種類のフリッパー

を製作し、実験装置による推進速度の比較実験を行った。この結

果、曲げ剛性が一番低いフリッパーが最大の推進速度を示した。ロボットに取り付け

た際には予想と異なった結果を示した。これらの結果より、推進速度はフリッパーの

曲げ剛性とはばたくトルクの相関関係によって変化すると思われる。  

④頭部  

ロボット全体を旋回させるため、頭部を左右に動かす機構を製作

した。２本の糸を頭部先端に取り付け、その糸をサーボモータで引

くことにより、滑らかな動きを実現させた。  

4.研究結果  

はばたき機構を用いた前進旋回可能なペンギン型

水中移動ロボットの開発に成功した。推進速度は約

0.4m/s で、到達目標に近い値を達成することができ

た。ペンギンの飼育員の方に遊泳する映像を見せた

ところ、ペンギンに近い動きであるとの評価を受け

た。このロボットは、 ’13 水中ロボットコンベンシ

ョン in JAMSTEC フリー部門で優勝することがで

きた。今後、サーボモータではばたきの中心軸を制

御し、旋回させたい。研究を進め、他の分野への応

用も模索したい。  

謝辞  

ペンギン型ロボットを開発するにあたりすみだ水族館の皆様にご協力いただきました。

また、RC 無線技術について卒業生の植村千尋様にご教授いただきました。ありがとう

ございました。  

ロボット名  もるペン！  

全長 [m]  0.85 

全幅 [m]  0.19 

重量 [kg]  4.2 

到達目標速度 [m/s]  0.5 

はばたき周期 [s]  0.75 

出力トルク [N・m]  1.76 

制御方法  RC 無線  

Table.1 ロボットの仕様  

Fig.4 頭部機構  

Fig.3 フリッパー   
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ドルフィンキック式推進機構を用いた水中探査機の開発 

Development of Underwater Probe Robot with Dolphin Kick Propulsion System 

発表者  13 小林遼路 19 島田航希  33 部谷由太  36 三木恒輝 41 森英之 

指導教員  山口正勝 

・研究目的 

ドルフィンキックの動きを理解し ,前進・旋回・潜行するドルフィンキック式推進機構を用

いた探査機の開発を行う。 

 

・研究内容 

私たちは ,イルカは理論上可能とされる最大限の速度よりも速く泳ぐという点や ,魚類と

違って尾ヒレを上下に振るといった点に興味をもち ,イルカの泳法であるドルフィンキッ

クの動きを再現し ,泳がせようとした。  

資料１ ）によると ,過去の課題研究のドルフィンキック式のロボットは密閉された箱の内

部に基盤やモータを入れ ,そこから軸を出し動力を伝達していた。しかしそれでは使えるモ

ータの数や配置に限りがあり ,ドルフィンキックの動きを十分に再現できないと考えた。そ

こで私たちは防水スーツを製作することにした。防水スーツをつくることで内部にモータ

等を自由に配置でき ,重心の調整もしやすい。防水スーツの材料として、耐水性 ,伸縮性が

あるウェットスーツ生地が適切であると考えた。ドルフィンキックの動きは上下に周期的

に運動するため ,推進部の動力は往復運動し ,角度や周期をプログラムで制御できるサーボ

モータをいくつか組み合わせて使  

用することにした。以上を念頭に設

計をした。寸法や部品は Table1 のと

おりである。  

本体内部は Fig.1 のような ,連結

された①～⑥の 6 つのサーボモータ

で構成されている。④～⑥は前進用 ,

①③は旋回用 ,②は潜行用である。  

ドルフィンキックの動きを再現す

るにあたって Fig.2 を参考にした。

この図はドルフィンキック１周期分

全長  550[㎜ ] 

幅  130[㎜ ]（胸ビレ部を含むと 330[㎜ ]）  

高さ  150[㎜ ]（背ビレ部を含むと 200[㎜ ]）  

重量  2400[ｇ ] 

電源  enLipo 1300mAh 3 セル 20C グリーンラベル

（２個）  

制御系  Arduino Uno 

推進部  サーボモータ（ krs-788hv ics red version ） 

トルク 14 ㎏・ cm 

操作  ラジオコントロール式  

Table1 設計概要  
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を７コマに分割して表している。ドルフ

ィンキックの動きをする前進用の３つの

サーボモータに対応する点をコマごとに

図にとり ,その点の角度 ,周期の比率に合

わせプログラムで制御することでドルフ

ィンキックの動きを再現した。  

 

・研究結果  

 防水スーツの水中実験では ,ウェットスーツ生地の縫い目の

隙間などから水が入り完全には防水できなかった。そのため ,

さらに内側をチャック付きの密閉袋を使って覆い防水した。  

 防水スーツをつけた場合 ,ウェットスーツ生地の伸縮性が不

十分であったため,なしの状態より周期は長くなったり ,頭部

が曲がらず旋回 ,潜行動作を行うことができなかったりした。 

水中実験では，水の抵抗が加わり，周期はさらに長くなった

が推進力を得ることができた。また ,本体は水の比重にくらべ

軽かったため浮力が大きくかかり ,潜行動作を行っても潜行す

ることができなかった。  

 

・まとめ 

 今回はドルフィンキックに近い動きをし,推進力を少しながら得ることができた。また，

水中ロボットコンベンション in JAMSTEC に参加し発表をすることができた。運動する

部分の防水が容易ではなく，重心や比重が泳ぎに大きな影響を与えることを実感した。今

後の課題として ,伸縮性を重視した防水スーツの製作をすることや,速度 ,旋回半径の測定,

比重を調節し潜行を行うことなどを考えている。  

 

・参考文献 

１）課題研究報告書 

２）「イルカに学ぶ流体力学」（テクノライフ選書） 

３）抵抗と推進の流体力学―水棲動物の高速遊泳能力に学ぶ 

 

Fig.2 ド ルフ ィ ンキッ ク

の周期  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

 
Fig.1 サーボモータの配置  
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試試料料採採取取機機能能をを有有ししたた水水中中探探査査機機のの開開発発	 	 

Development of an Underwater Probe with a Sampling Function 

発表者	 4 江畑京佑	 7 大塚悠太郎	 18 佐藤嶺	 22 田中俊輔	 31 藤原聖  

担当教員	 山口正勝  

・研究目的  

	 水中で自由に動き ,水底の試料を採取する水中探査

機を開発し ,性能を検証する。  

・研究方法  

	 水中でスムーズな動きが出来ているか。試料採取装

置の性能を検証するために ,直径 6 ㎝のアルミ缶やね

じ (M1～M4)を試料として仮定して実験を行い ,改良を

行う。  

・研究内容  	  

	 水中探査機の本体には塩ビ管，アングル材を用いた枠組

みを使用し，動力には DC モーターにスクリューを取り付

けたものを船体の左右と上部に一つずつ計 3 つ設置した。 

試料採取装置は ,アーム式とローラー式を採用した。水中で

は，アーム式では直径 6 ㎝のアルミ缶 ,ローラー式ではねじ

(M1～M4)をそれぞれ対象物として見立てて設計した。ア

ーム式は ,関節を一つ持つ腕部と二本の指を持つ把持部か

らなり，把持部の形状には直径 6 ㎝の円周上の A 点から

45°回転の B点 C点における接線の各交点を結んだ線を

元に，3DCAD (Solid Works)で設計し材料には PET 材

を使用してレーザー加工機で作成した (Fig.2)(Fig.3)。

ローラー式は，ゴム製の歯を四枚つけたローラーと回

収カゴを製作した (Fig.4)。アームとローラーからなる

試料採取装置は，本体底部に設置した。本体正面に前

方撮影用カメラとアーム部動作撮影用の二つを設置し，

PC 上で確認できるようにした (Fig.5)。各部の防水は

シリコンで行った。  

直径 6 ㎝の円  

Fig.2 把持部の設計  

Fig.3 把持部（片側）  

3DCAD による設計  

Fig.1 概略図  



 
 

Ｐ	 	 	  
 

 
P 2/2	  

 

 

 

 

 

 

Table 1	 探査機概要  

材料  塩ビ管， 40mm×40mm アングル材  

大きさ (全長×全幅×全高 ) 400mm×420mm×440mm 

本体重量  7.1 kg 

総重量  9.5 kg 

・研究成果  

(1)試料採取機能の評価  

	 性能を測るために以下の試料で実験を行った。結果を以下に示す。  

 

 

 

 

 

(2)探査機の水中での動作評価  

現時点（ 9/20）では，機体全体が沈められるプール等での実験を行っていない。  

・今後の展望  

シリコンによる防水が不完全な部分を直す。また、様々な形の試料に適したアーム

の形状を開発することでさらなるロボットの性能の向上を目指す。  

・参考文献  

1 “だれでもできる重防蝕 ” http://www.bousyoku.com/page93.htm， (株)ソテック 

2 (独 )海洋研究開発機構	 研究船「しんかい 6500」  

http://www.jamstec.go.jp/j/about/equipment/ships/shinkai6500.html 

 重さ［ g］  体積［㎝³］  評価 (可能○ ,不可能× ) 

アルミ缶 (水入り ) 約 330 約 340 ×  

ねじ・ナット (M1～M4) 約 10 以下  約 0.1〜 20 ○  

小石  約 50 以下  約 0.45～ 6 ○  

移動方向  

 

Fig.4	 ローラー式収集装置  Fig.5 カメラの配置図  

Table 2	 評価結果  
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はばたき機構を用いた鳥型ロボットの開発 

Development of the Bird Type Robot Using Mechanism of Flapping Wings 

8.大沼えみ 9.柿間薫  14.是松理央  17.坂下丈 23.照井望  

指導教員  門田和雄  

1.研究目的 

 はばたき機構を搭載した鳥型ロボットを設計・開発し、加速性と旋回能力に優れた

飛行をさせることを目指す。  

2.研究方法  

 既存の鳥型ロボットとカラスを参考に、機構模型や試作機を製作し、最適なはばた

きを得られる機構・翼を検討し、オリジナルの鳥型ロボットを開発する。  

3.研究内容  

(1)実験１  

 ドイツの FESTO 社 Smartbird を参考に、試作模型  

を製作した。しかし、軸のぶれや歯車の空転により、  

一定のリズムでのはばたき運動を得ることができな  

かった。  

(2)実験２  

 フランスの OVIRC 社 SlowHawk を参考に、軸と歯車を共に 7 から 3 に削減し、そ

れらを平面的に配置することで構造を簡略化および軸のぶれを解消した。また、減速

比を 1/12 から 1/20 と変更し、モータへの負荷を軽減することができた。さらに、3D

プリンタでボールジョイントを設計・製作したことにより、周波数 5.4Hz のはばたき

運動が得られた。しかし、モータの発熱と初動までのタイムラグ、翼面の素材である

トレーシングペーパーが破損するという問題が残った。  

(3)実験３  

 胴体の材料を MDF から CFRP に変更し、50g から 33g となり 17g 軽量化した。ま

た、モータは同じ電圧下でより大きなトルクの出せるものに変更した。翼面の素材を

トレーシングペーパーからナイロン製の布に変更し、さらに風をより多くとらえるた

めに補助の骨をつけた。その結果、初動までのタイムラグの減少とモータの発熱を抑

えることができた。  

Fig. 1 FESTO type 
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Table.1 SlowHawk type2 

全長 [m] 0.36 はばたき数 [Hz] 7 

翼幅 [m] 0.41 歯数比  1:20 

翼面積 [m²] 0.0784 胴体  CFRP 材  

質量 [kg] 0.275 制御方法  無線  

使用モータ ブラシレスモータ（ Zion 2826-1000KV）  

  サーボモータ(A4PG 4.5g) 

バッテリー Lipo バッテリー（enLipo 800mAh） 

送受信機  Futaba 6EX-PCM 

  Futaba R156F 

 

4.研究結果  

 初期に製作した機体と比較し軸の空転、ぶれやモータの発熱を解消することができ、

それに伴い機構の簡略化を成功させることができた。これらの改善によりはばたき運

動の安定化を実現させることができた。しかし、当初の目標であった飛行を実現させ

ることはできなかった。その原因ははばたき機構のメカニズムの解析に不足があり、

また、軸受やボールジョイント製作で表面に粗さが残り摩擦熱が生じたこと、重心が

左に傾いていたこと、部品の可動域が制限されてしまったために破損したことである

と考えられる。  

 

5.今後の課題  

 部品の加工精度を考慮した設計の見直し、はばたき運動の定量的解析を行う。また、

上記の問題点の解消を行う。  

 

6.参考文献  

   ヘンク・テネケス著  髙橋健次訳 鳥と飛行機どこが違うか  草思社  1999 年  

   SmartBird Festo Corporate   http://www.festo.com/cms/en_corp/11369.htm 

      OVRIC   http://ovirc.free.fr/ornithopteres_hobbytechnik.php 

Fig. 2 SlowHawk type2 

http://www.festo.com/cms/en_corp/11369.htm�
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Fig.1 車体図  

ハイブリッドエンジンの燃費と動力性能の向上 

Improving Fuel Efficiency and Performance of Hybrid Engine 

発表者  11 木村  進之介 12 木村  諒  20 瀬田  凛  24 中山  慎之介            

26 西別府  佳徳 39 村田  遼  

指導教員  坂田  充弘  

１．研究目的  

ガソリンエンジン、及びガソリンエンジンにモーターを接続したハイブリッドエンジン

を搭載した車両の特性を調べる。ハイブリッドエンジンのガソリンエンジンに対する優位

性の検証を含めた、ガソリン車のさらなる燃費・動力性能向上の方法を模索する。  

２．研究方法  

製作した車両にガソリンエンジンを搭載し、またモーターを組み合わせて性能比較を行

う。比較のため、駆動輪を接地させない状態での稼動実験のほか実際のアスファルト路面

上での走行実験を通じて、速度、加速度、また一定回転数での燃料消費量を計測する。  

３．研究内容  

①仕様  

主要諸元を Table.1、車両の概略図については Fig.1 に示す。  

          Table.1 主要諸元  

  

 ②設計に際し主に考慮した式  

 （１）T＝τZ（軸の設計に使用） T：トルク  τ：ねじり応力  Zp：極断面係数  

 （２）M＝Fl（フレームの設計で使用）M：曲げモーメント F：力  l：長さ  

 （３） i=Z2/Z1 (歯車の選定で使用 ) i：速度伝達比 Z1：駆動側歯数  Z2：従動側歯数  

③各部の製作に関して        

・車体：前年製作されたものを、研究に即した形状へと加工して使用した。主な変更箇所

として、エアサスペンションの金属角材への換装、後輪操舵機構の撤去が挙げられる。  

全長 全幅 全高 車両質量
ガソリン 153．8（kg）

ハイブリッド 197．1（kg）
2180（mm） 2110（mm） 1020（mm）

回転数 定格トルク 電圧・種類
モーター 100(rpm) 7.8(N/m) 24V DC

排気量 最大トルク 最大出力
エンジン 126(cc) 7.65/2800(N・m/rpm) 4.4/4000(kW/rpm)
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・動力系：モーターからエンジンへの載せ換えを中心に製作を行った。スプロケット、チ

ェーンの設置のほか軸接続部品の旋盤での製作と軸への接続を行い、またエンジン及び

モーターを設置するフレームも製作した。  

④行った各種実験  

〈１〉駆動輪を接地しない状態での燃費計測  

ガソリンエンジンの回転数を一定に保って１分間稼働させる。その前後で減少した燃料

の量を計測する。燃費がどのように変化したかを調べる。  

（以下の実験はガソリン車のみ）  

〈２〉直線走行における加速度・回転数計測  

〈３〉直線走行における燃費計測  

〈４〉直線走行におけるタイム計測  

４．研究結果  

 研究の結果、回転数ごとの

燃料消費率の比較実験を行う

ことができた。その結果は

Fig.2 に示す。ハイブリッド

エンジンは初期状態でエンジ

ンの回転数が 2000rpm に上

がったため未計測となってい

る。  

５．考察  

今回製作したハイブリッド車両は、ガソリン車に対してほぼ全ての回転数で燃料消費が

大きいという結果になった。これは、モーターの回転数エンジンとの回転数が合わず、モ

ーターがエンジンの駆動の妨げになっていること、エンジントルクに対して、モータート

ルクが小さいことが挙げられる。ただ、ハイブリッドエンジンがモーターによってアイド

リング時の回転数である 1500rpm から 2000rpm に上がったことから、モーターの回転数

に合わせることでエンジンの補助を行うことも充分可能である。そのため、回転数の調節

のためのクラッチなどの機構の設置や、高回転で使用可能で、なおかつ高トルクを発生す

るモーターを使用することによりエンジンの稼働時間やエンジンにかかる負荷を減らすこ

とができると考えられる。  

 

Fig.2       燃費実験結果  
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Table1 各寸法  

マスター/スレーブハンドロボットによる遠隔操作作業の実現 

Materialization of Remote Controlling with the Master and Slave Hand Robot 

発表者名  27 野上拓也  28 長谷部成俊  29 林拓哉  30 日向遼太郎  32 藤原周平  

指導教員  坂田充弘  

 自作のハンドロボットによって、人間の手の動きを読み取り、それを実現する。そ

して日常的な動作のサポートや遠距離での活動につなげる。  

1.研究目的  

 ロボットを製作し、反応速度・パワー・技能精度の 3 観点から評価、そこから改良

を加えて目的達成に近づける。  

2.研究方法  

(1)読み取り機構 (マスター )の製作  

3.研究内容  

 指と手首の関節の角度を読み取るため、センサは、回転を読み取る 2 種類のポテン

ションメーターを使用した。指に使用したものは小型で、センサの回転部に回転軸が

なかったため、それを回転させるための軸とともにセンサを固定させるための部品を、

3D プリンタで PAL 材を加工して作成した。  

手首のセンサは、手首の回転と曲げを計測するために軸の付いたものを 2 つ使った。

回転を読み取るものは POM 材、曲げを読み取るものは PET 材を用いて固定し、全体

をマジックテープで腕に固定した。  

(2)ハンドロボット (スレーブ )の製作  

材料について、フレームには機械的性質の優れた

PET 材を接合部にはアルミを採用した。レーザー加工

機によって切断した 3 枚の PET 材を、L 字型にしたア

ルミ板 2 枚を使ってコの字型につなげてロボットの指

とした。最後に、指の関節部分となる場所に、動力としてサーボモータを取り付けた。

指の長さは班員の実際の指の長さを計測し、とった平均をサーボモータのサイズを考

慮して決定した。 (Table1) 

製作した指を、手のひらにあたる 1 枚の大きい PET 材に固定し、強力なサーボモー

タを手首として取り付けた。  

       

マスター側 スレイブ側
全長[mm] 450 390
幅[mm] 190 130
高さ[mm] 50 40
重さ[kg] 0.595 0.555
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(3)性能実験  

 制作したロボットの動作をカメラで撮影し、モータが動きだした時間 (t0)と、次に動

き出す時間 (t1)を定めて、その差をプログラムが 1 回ループするのに必要な処理時間と

した。この際、電圧は 4.3V に設定した。結果、このロボットに組み込んだプログラム

の処理時間が約 1 秒であることがわかった。  

プログラムの処理時間が長くなった問題点として、プログラムの行程が長いことが

挙げられる。この問題点の原因は、マイコンボード 1 つに対するセンサやサーボモー

タの数が多いことであるため、マイコンボードを 2 台に増やし、指の第一関節と第二

関節のセンサを 1 つにして動かしたことで改善した。それぞれの結果は Table2 にまと

める。  

Table2 反応速度  

一回目 二回目 三回目 四回目 五回目
A 0.32 1.32 2.3 6.32 7.32
B 20.18 20.34 20.5 21.1 21.28
A 1.32 2.3 3.32 7.32 8.32
B 20.34 20.5 21.1 21.28 21.44
A 1 0.98 1.02 1 1
B 0.16 0.16 0.2 0.18 0.16

A：マイコン1台の時　　B:マイコン2台の時

t0[s]

t1[s]

t1-t0[s]

 

 

 性能について、実験の結果から、反応速度がおよそ 0.17 秒になり、操縦者の手とハ

ンドロボットがほぼ同時に動かすことができた。  

4.研究結果  

 今後の課題は、このロボットの出せる力を測定し、どの程度の動きまでなら再現で

きるかを明確にする。また、プログラムに使われている map の中の値をどのように変

化させればより人の動きに近づくかを調べていく。  

5.今後の課題  


