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はじめに

かわさきロボット競技大会20周年記念誌の発行にあたり、まずはこれ

まで大会を支えていただいた関係者の皆様にお礼を申し上げます。

本大会は、市内に蓄積された技術や人材をさらに発展・継承させるた

め、ロボットの製作を通じ、青少年における具体的なものづくりを体験

する場を提供するとともに、次世代を担う技術者の育成、技術力の向上

を図ることを目的として、1994年から毎年開催しています。

ロボットに「移動用の脚構造」と「攻撃用の腕構造」を備えているこ

とが当競技大会の特徴ですが、開催当初はこのような大会は大変めずら

しいものでした。第1回大会では、46チームの参加数でしたが、関係者の

御支援により、現在では、250チーム以上が参加するようになり、全国で

も有数の大会に育ってきました。

また、小中学生を対象とした「ジュニアロボット部門」も10年目を迎

え、小学生から社会人まで幅広い層が参加するようになったとともに、

最近では川崎市の友好都市中国瀋陽市との技術交流も進み、日本から世

界へ「かわロボ」は広がっています。

ロボット製作には、メカトロニクス、エレクトロニクス、コンピュー

ター技術等、総合的なものづくり技術が要求されます。本大会の技術レ

ベルも年々高くなっており、ものづくり登竜門として定着して来た感があ

ります。

当財団といたしましては、今後も技術者育成のため、大会を継続する

と共に、様々な関連事業を展開していきたいと考えております。

おわりに、今回企画をしていただきました20周年事業実行委員会の皆

様、また、大会実行委員の皆様、協賛企業の皆様など、多数の方々の御

支援に感謝申し上げます。

公益財団法人 川崎市産業振興財団
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かわロボはアートなのだ。このアートを楽しまない限り、未来に展望はない。豊かに

しっかり生きようと思うなら、かわロボを自ら作り・飾り・一体となって楽しみ、戦い

続けることを奨める。

それにしても、なんと時間が掛かったのだろうか。

ロボットなる概念は、有史以前から神話や伝説に語られてきた。長い間、ロボット＝

奴隷として存在していたが、ダ・ビンチあたりから奴隷が使う道具＝マシンが考え出さ

れた。18世紀末にそのシステムは花開き、産業革命となって世界は大きく変化していっ

た。そして、20世紀半ばに人類は電子計算機を発明した。

電子計算機の開発者フォン・ノイマンは「将来、コンピューターは万能機械となる」

と予言し、まさにその時、ノーバート・ウィーナーは「人類は未来に機械コンピュー

ターをもつ」と断言している。

ギリシャの哲学者アリストテレスは「奴隷がいて私は真の人間になれた」と述べてい

る。今ならば、アリストテレスは「私は人間、ロボットがいるから」と云うかも知れない。

ノイマンの云う「万能機械＝人間」は残念ながらほど遠い。人工知能と言っても「心」

を持つことはできていない。本能的に持たせないようにしているのかも知れないが。

生存するには心が要る。心があればこそ変化に対応することができるのだ。

予測できる変化に対応できるロボットは、生きている存在とは云えない。

かわロボはそれができる。なぜなら心があるからだ。かわロボが固有の名前を持つの

は戦っている時だけだ。待機中のマシンは、かわロボではない。

かわロボAsshy-Xは見た。お互いに攻め込む隙は微塵もない、ジリジリと小刻みに歩

を進めながら気攻めをしているのだ。メラメラと闘気が炎となって待ち受けている。プ

ロポのスティックに当てている指がジワッと汗ばむ。あぁ負けたなと直感する。この一

年、こいつを作り育てたさまざまな出来事が走馬灯のように脳裏を横切る。なにも聞こ

えない。ワァ〜ッという歓声にハッと我に返るとリングの外へ跳ね飛んでいくマシンが

見えたのだ。

1974年、日本ではじめて開かれた国際産業用ロボットシンポジウム「人間の時代とロ

ボット」のスローガンに「人間にとって危険、過酷、単調な環境の中での作業は、なに

よりもまず…ロボットにやらせよう」とある。

2011年、信じられない光景を、かわロボAsshy-Xは見た。厳しい修練を積んで来たか

わロボがどっと繰り出すはずだと。無謀にも、かわロボの命が、心が突っ込んでいくの

だ。想定外の状況で作業ができるのはかわロボだけなのに。

かわロボは未熟なのかも知れない。もっと環境や状況の変化に対処できなければなる

まい。恐らくチームで作業する状況は増えるだろう。協力して作業する能力をものにす

る必要がある。そのためには、かわロボの機能をアップしよう。①5㎝の段差を登り降り

でき②ドデカを処理できるアームを備え③マシンの目線で対象を認識し④マシンから

1.  かわロボ夢考≪かわロボワールドへようこそ！！≫
第20回かわさきロボット競技大会実行委員会

実行委員長　佐藤　晟



7

10m以上離れてコントロールすることを目標にしたい。であれば、かわロボは次のス

テージに上がれる。

10年偉大なり、20年恐るべしと中国の故事にもあるが、かわロボ競技にチーム戦≪ド

デカボール≫がスタートした。まだまだかわロボは進化していく。

かわロボの願望は、キャッチフレーズ≪挑戦！ものづくり登竜門≫にある。

単なる「もの」づくりではない、ロボットシステムを創ることなのだ。すべての人に

ロボットシステム開発エンジニア⇒アリストテレスのいう真の人間を目指して欲しい。

かわロボは入門マシンであり、完成システムでもある。かわロボジュニアを楽しんで貰

えれば、未来は明るい。かわロボ格言の真意はそこにある。ともに遊び、ともに学び、

ともに楽しむ。これぞ「かわロボワールド」の極致であろう。ロボット文明の未来を想

定すれば、ジュニアを育てるのは重要であろうが、長寿社会ではロボットユーザーでも

あるシニア族のサポートを忘れてはいけない。シニア族がかわロボワールドへ乗り込ん

で来るような社会は平和で豊かであることは間違いない。

心身ともに未熟なジュニア期に似てシニア期は身体機能が老衰していく。それを補完

するロボットシステムがあれば助かる。今のかわロボシステムを発展させれば…できる

のではないだろうか。ヒントは「車輪から脚へ」。

かわロボの未来は、かわロボの命を守るために危険で過酷な現場に突入して使命を全

うすることにある。それも想定外の変化に対応できるのが売りだ。単調なレベルであれ

ばオートモードに切り替えて措こう。

かわロボは自ら創り出すところに有意義な特徴がある。かわロボ格言には、ロボット

を活かす＝創造することも示唆している。かわロボ人はかなりの技能が要る。かわロボ

ワールドの環境は、かわロボを作り出せる材料やツールが整っていなければならない。

そこの住民はかわロボを想像するだけの能力を持っていることになる。創造するには想

像力が必須なのだ。想像力は遊んで楽しんだ経験がないと身に付かない。

かわロボで遊ぼう！かわロボを作ろう！かわロボを飾ろう！かわロボでバトルだ！か

わロボを改造しよう！かわロボを楽しもう！さらなるかわロボを創ろう！かわロボを活

かそう！！！かわロボは永遠だ！！！！

かわロボ格言「人はロボットを活かし、ロボットは人を育てる」が生まれた。
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（1）開催の趣旨とあゆみ
かわロボの歴史は、1991年にまで遡る。

当時から、ロボット産業はメカトロニクス、エレ

クトロニクス、ソフトなど様々な技術が包含されて

おり、新産業としての期待が高かった。一方、川崎

には電機、電子部品、機械加工、など多くの製造業

が立地していることから、1991年に市内企業を対象

にロボットへの関心度についてのアンケート調査が

行われた。

この結果、センサー、モーター、制御技術など、

ロボットを構成する技術動向に関心が高かったこと

から、1992年市内製造業を会員に、ロボット開発研

究会が発足した。

この研究会では、ロボットの開発を行うことで、

そのノウハウ習得を目指しており、この実績として

1993年に「御神輿ロボット」が開発された。

このロボッ

トは自律型

ロボットを

ベースに、

複数ロボッ

トが前方の

障害物をさ

けつつ、御

神輿のパフォーマンスを行うもので、同年8月にKSP

において開催された「国際ロボットパークin KSP」

に出展されている。

これが評判を呼

んだことから、ロ

ボットをテーマと

したイベントの開

催が、研究会の

コーディネイター

である芝浦工業大

学佐藤助教授（当

時）を中心に検討

され、1994年市政

70周年記念事業として第1回の「かわロボ」が開催

された。

かわロボの趣旨は、「次世代産業を担う技術者の育

成、技術力の向上を図る」ことにある。川崎市にお

いては「ものづくり都市」として培ってきた人材や

技術をさらに発展・継承させる必要があり、かわロ

ボのように「ものづくりを体験する場」を提供する

ことは、これに沿ったものであった。

特にロボットには、様々な技術が融合されてお

り、総合的にものづくりを会得していくには、まさ

にうってつけのテーマであったと言える。

また、かわロボは、ロボットに腕と脚を持つこと

が義務づけられているが、当時はこのような大会が

めずらしく、多くのメディアに取り上げられ、2回

目以降年々参加チームが増えることになる。

1998年には参加者の交流を深めるため、関連イ

ベントとして「ロボット技術交流会」を開催。

また、2000年の第7回大会では、ロボット関連の

国際総合イベント「ロボット創造国際競技大会（愛

称：ロボフェスタ）」の競技として指定され、第8回

大会では、ロボフェスタ神奈川の一競技として、場

所をとどろ

きアリーナ

に移し開催

されている。

併催行事

としては、

第7回大会

から、市内

の小学生から未来のロボットについてのアイデアを

募る「ロボットアイデアコンテスト」や、第10回大

会では「バトル知能ロボット製作コンクール」が行

われている。

かわロボの特徴として、出場チームの積極的な社

会参加があげられる。これは、各地へ出張し、大会

のデモンストレーションを行うものであるが、新潟

県中越地震被災者支援「かわさきロボット応援団」

（後述）を機に始まっており、以降2005年に愛知万

博、2006年に川崎駅周辺の代表的なイベントである

「連連連つなごうかわさき」へ出展し、以降、横浜

市、川口市、藤沢市等、様々な場所で出張型のかわ

ロボを開催することになる。

この動きは海外にも広がり、2011年、市内企業

2.  かわロボのあゆみ

第1回大会

ロボフェスタ

御神輿ロボ
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の尽力により、川崎市の友好都市中国瀋陽市の「第

10回中国国際装備製造業博覧会」特設ブースにおい

て、かわロボ優勝チームと瀋陽航空航天大学との交

流試合が行われ、翌年の2012年には、同じく瀋陽市

において日中国交正常化40周年記念事業として日中

ロボット競技会が、市内企業や瀋陽東北大学が参加

し、開催された。

そして、第20

回大会において

は同じく瀋陽東

北大学から2チー

ムが来日し、大

会特別戦に参加

している。

かわロボのもう一つの特徴としては、参加者によ

る自主イベントの開催がある。

2007年のKHK杯から始まっているが、8月の大会

終了後、かわロボの機体や規則をベースに参加者が

独自に企画・運営するイベントで、現在では各大学

や企業主催で、年間10数回のイベントが関東、関西

の各地で開催されるようになっている。

46チームではじまったかわロボは、順調に拡大を

続けたが、会場許容量の上限に達した第10回あたり

から、大会の外へとそのフィールドを広げていっ

た。

そしてその活動の原動力となったのは、参加者や

関係者のあたたかい支援と協力であった。

連連連つなごうかわさき
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（2）かわロボ年表

年 月日 内容 備考
1994年 8月27日 第1回　かわさきロボット競技大会 優勝：カトレア

【市政70周年記念行事として開催】
第2回　かわさきロボット競技大会8月26・27日1995年 優勝：カトレア
第3回　かわさきロボット競技大会8月24・25日1996年 優勝：カトレアA
第4回　かわさきロボット競技大会8月23・24日1997年 優勝：もんじゅ
第1回　ロボット技術交流会3月1998年
第5回　かわさきロボット競技大会8月22・23日 優勝：たんぽぽ

【（財）川崎市産業振興財団10周年記念】
第2回　ロボット技術交流会3月23日1999年

第3回　ロボット技術交流会3月21日2000年
第7回　かわさきロボット競技大会 優勝：AKATSUKI8月26・27日

【第1回ロボット創造国際競技大会公認競技に指定】

第6回　かわさきロボット競技大会8月28・29日 優勝：たんぽぽ
【ロボットアイデアコンテスト新設】
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年 月日 内容 備考
2001年 3月27日 第4回　ロボット技術交流会

2002年 3月19日 第5回　ロボット技術交流会

2003年 3月11日 第6回　ロボット技術交流会

【バトル知能ロボット製作コンクール新設】

9月15・16日 第8回　かわさきロボット競技大会

【ロボフェスタ神奈川2001　参加】

優勝：たんぽぽ

8月24・25日 第9回　かわさきロボット競技大会 優勝：ROCKY5

8月23・24日 第10回　かわさきロボット競技大会 優勝：カトレア

2004年 3月16日 第7回　ロボット技術交流会
8月20日 第1回　かわさきロボットJr競技大会【新設】 優勝：稲田チーム

8月21日・22日 第11回　かわさきロボット競技大会 優勝：闘神皇
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年 月日 内容 備考
2005年 1月29日 新潟県中越地震被災者支援「かわさきロボット応援団」

2006年 3月22日 第9回　ロボット技術交流会

3月24日 第8回　ロボット技術交流会
5月21・22日 愛知万博2005【参加】

8月19日 第2回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：中野島中E
8月20・21日 第12回　かわさきロボット競技大会 優勝：舞姫

【ロボットミニ見本市】新設

8月25日 第3回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：Team SETO
8月25日〜27日 第13回　かわさきロボット競技大会 優勝：NEMESIS

【技術賞・B予選会新設】

第2回　Robo Championship“BRAVE”【後援】9月10日

11月5日 第1回　Robot Championship“BRAVE”【後援】
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年 月日 内容 備考

10月21・22日 第5回　連連連つなごうかわさき【参加】

3月16日 第10回　ロボット技術交流会

8月24日 第4回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：稲妻ロボ
8月25日〜26日 第14回　かわさきロボット競技大会 優勝：NEMESISnex
9月9日 第4回　Robot Championship“BRAVE”【後援】
10月6・7日 第34回　川崎みなと祭り【参加】

10月20・21日 第6回　連連連つなごうかわさき【参加】

10月13日 第1回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】

5月3・4・5日 横浜ロボットパーティー【参加】

3月11日 第3回　Robot Championship“BRAVE”【後援】

2006年

2007年

9月30日・10月1日 川口産業元気フェスタ2006【後援】
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年 月日 内容 備考
2007年 11月28〜12月1日 2007国際ロボット展【出展】

12月1日 大ロボット博【後援】
12月16日 第29回　学術研究発表会「ロボット競技大会」【後援】

2008年 1月12日 第1回　かわさきロボット参加者ネットワーク交流会
3月9日 第5回　Robot Championship“BRAVE”【後援】
3月14日 第11回　ロボット技術交流会

4月19・20日 第4回かわさき楽大師　昭和まつり【参加】

8月22日 第5回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：グロピュール
8月22〜24日 第15回　かわさきロボット競技大会 優勝：燐Vanadius

【企画賞新設】
9月14日 第6回　Robot Championship“BRAVE”【後援】
10月18日 第2回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】
10月18・19日 第7回　連連連つなごうかわさき【参加】
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年 月日 内容 備考
2008年 12月5・6日 第7回　湘南発！産学交流テクニカルフォーラム【参加】

優勝：チーム　せとJr

2009年 1月11日 かわさきロボット大会トライアル“もなこ杯”【後援】
1月12日 みやまえ科学教室　The☆科学【参加】

3月12日
3月14日

4月18・19日
5月24日

8月21日

第12回　ロボット技術交流会
第2回　かわさきロボット参加者ネットワーク交流会

第5回　かわさき楽大師【参加】
藤沢春まつり「2009ふじさわ産業フェスタ」【参加】

第6回　かわさきロボットJr競技大会
優勝：K314-12式8月21日〜23日 第16回　かわさきロボット競技大会



16

年 月日 内容 備考
2009年 10月3日 第3回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】

10月17・18日 第8回　連連連つなごうかわさき【参加】

11月14日 川口イオンモール【後援】

11月25日〜29日 2009国際ロボット展【参加】

12月4日・5日 第8回　湘南発！産学交流テクニカルフォーラム【参加】
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年 月日 内容 備考

2010年 2月13日 第13回　ロボット技術交流会
3月27日 第17回　大会説明会
4月17・18日 第6回　かわさき楽大師【参加】

5月23日 藤沢春まつり「2010ふじさわ産業フェスタ」【参加】

7月28日〜30日 ROBOTECH2010【参加】
8月20日 第7回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：チームさる山
8月27日〜29日 第17回　かわさきロボット競技大会 優勝：まだ、出来てないの

9月12日
【エンジニア会場応援賞新設】
第10回　Robot Championship“BRAVE”【後援】

10月2日 第4回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】

2009年 12月27日 かわさきロボットサロン　プレオープン

10月16・17日 第9回連連連つなごうかわさき【参加】
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年 月日 内容 備考
2010年 10月23日 技能ルネッサンス！かながわ2010【参加】

12月3・4日 第9回　湘南発！産学交流テクニカルフォーラム【参加】

3月26日 第14回　ロボット技術交流会【中止】
4月16日 第7回　かわさき楽大師【参加】
5月28日 等々力アリーナ被災者慰問

7月13日〜15日 次世代ロボット製造技術展2011【参加】
8月5日 かわさきマイスター見学会
8月19日 第8回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：神伝頭チーム
8月26日〜28日 第18回　かわさきロボット競技大会 優勝：ま・だ・出・来・て・な・い・の
9月1日〜3日 中国国際装備製造業博覧会【参加】

2011年 2月24・25日 サービスロボット技術交流フェア2011【参加】

10月1日 第5回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】
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年 月日 内容 備考
2011年 10月16日 第10回　連連連つなごうかわさき【参加】

11月9日〜12日 国際ロボット展2011【参加】
12月3日 第10回　湘南発！産学交流テクニカルフォーラム【参加】

2012年 3月24日 第15回　ロボット技術交流会
4月14日・15日 第8回　かわさき楽大師【参加】

8月17日 第9回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：ロボット  1X
8月24日〜26日 第19回　かわさきロボット競技大会 優勝：まだ出来てないの
9月1日〜3日 中国国際装備製造業博覧会【参加】

10月6日 第6回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】

10月20日・21日 第11回　連連連つなごうかわさき【参加】
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年 月日 内容 備考
2013年 1月19日 セントラル技研杯〜かわロボ集団戦〜【後援】

3月23日 第16回　ロボット技術交流会
4月20日・21日 第9回　かわさき楽大師【参加】
7月27日 第1回　日の出杯�かわロボ前哨戦�【後援】

8月16日 第10回　かわさきロボットJr競技大会 優勝：T-ROBOT
8月23日〜25日 第20回　かわさきロボット競技大会 優勝：穹

10月5日 第7回　KHK杯　ロボット異種格闘技戦【後援】
10月19日・20日 第12回　連連連つなごうかわさき【参加】

11月6日〜9日 国際ロボット展2013【参加】

12月7日 かわさきロボット競技大会20周年記念イベント

【中国東北大学情報学院から2チームが参加】
【腕構造に揺動リンク機構を追加】
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（3）参加チーム数の推移

回数 チーム数 社会人 学生 市内 市外

第1回 46 29 17 10 36

第2回 80 28 52 20 60

第3回 120 36 84 19 101

第4回 128 49 79 26 102

第5回 143 44 99 32 111

第6回 159 46 113 31 128

第7回 179 54 125 29 150

第8回 194 45 149 27 167

第9回 205 51 154 22 183

第10回 224 60 164 19 205

第11回 217 52 165 15 202

第12回 225 53 172 11 214

第13回 246 59 187 16 230

第14回 267 77 190 18 249

第15回 247 69 178 19 228

第16回 249 60 189 12 237

第17回 257 70 187 20 237

第18回 244 71 173 15 229

第19回 254 81 173 14 240

第20回 231 86 145 17 214
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第1回

（4）競技のあゆみ
（ア）誕生期（第1回〜第5回）

第2回 第3回

脚機構

参加チーム数

腕機構 リンク機構による持ち上げ式が主流

6足リンク式が主流 並行リンク、スライダ
クランク等登場

第4回 第5回

46 80 120 128 143

ロッドアームの登場
アイデアの多様化

重量 2,500g 3,000g 3,500g

プロポ AM 2ch AM 4ch

特記事項
カトレア2連覇でチェ
ビシェフリンク機構
に注目が集まる

機体デザインにバリ
エーションが増え始
める

＜リング及び試合の様子＞
四方をロープに囲まれたリング上に、複数のサイズの丘陵が配置

されている。
確実に相手に接触し、転倒もしくはロープに押し付けて勝敗が決

する場合が大半。

機械加工による部
品製作機体が増え
る

モーター 支給品
ギアボックス

専用設計
ギアボックス
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第6回 第7回 第8回

脚機構

腕機構 縦回転アームの登
場

横回転アームの登
場

クランクアーム式、
ロッド式の普及

ロッド、クランクが主
派

チェビシェフリンク機
構と8脚以上の多
脚型が増加

スライダクランクの
登場

クランク機構の普及
（ヘッケン）

走行能力の安定性
化

第9回 第10回

回転シールドの登場

重量 3,500g

プロポ AM 4ch

特記事項
ロボフェスタ神奈川
開催
機体の高速化

機体大型化
ロボット
アイデアコンテスト

＜リング及び試合の様子＞
丘陵の種類が増えるなどの変化以外はリングに大きな変化無し。
相手を押すだけではなく、つかむ、弾くといったアイデアの腕機構

が誕生。

場外に転落する機
体が増加

モーター 専用設計
ギアボックス 指定製品の支給

（イ）拡張期（第6回〜第10回）

参加チーム数 159 179 194 205 224
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第11回 第12回 第13回

脚機構

腕機構
横回転ロッド、
高速縦回転アーム
の登場

ロッド、縦回転アー
ムの主流化

長いロッド型、高速
縦回転が増加

クランク機構が主流
化 高速化が進行

第14回 第15回

ハイパワー化傾向

重量 3,500g

プロポ AM 4ch

リングに余地部分が
登場

B予選の開催
リング周囲のロープ
撤去

参加校の機械加工
技術向上、機体の
巨大化
Jr大会開催

＜リング及び試合の様子＞
十二回大会より、場外落下対策として

「余地（場外）」部分が登場。
翌年のロープ撤去、障害物の形状変更など
更新が続いた。

CNCの普及
余地部より外側に
落下する機体増加

リング障害物の形
状変更
機体寸法に高さ制
限を実施

モーター 大会指定 腕機構にも大会指
定

（ウ）成熟期（第11回〜第15回）

特記事項

参加チーム数 217 225 246 267 247
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249 257 244 254 231

スライダ／クランク両方式のクランク機構が主流

高速化、ハイパワー
化が更に進行

腕機構定義を一部
追加

縦 回 転 型とロッド
アームの二極化

動作にリンク機構を
用いる規則追加

参加チーム数

脚機構

腕機構

第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

重量 3,500g

プロポ AM 4ch
2.4GHz 2.4GHzの普及

試合進行の危険性
について議論が活
発化

新形状の障害物を
投入

＜リング及び試合の様子＞　
「動作環境による設計技術の進化」を

見込み、リング障害物の更新を中心に変
更が行われた。 

また、技術者育成を目的とした競技大
会である事を維持する為、過剰に危険な
要素を生む可能性のある技術については
規制と共に自重を促す方向にあります。

「十字山」障害物の
追加、リング安全カ
バーの追加

モーター 脚、腕ともに大会指定

（エ）到達期（第16回〜第20回）

特記事項
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（5）協賛企業一覧

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1回

○

○

○

○

○

2回

○

○

○

○

○

○

○

○

3回

○

○

○

○

○

○

○

○

4回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

6回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

9回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

10回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

11回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

13回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

14回

○

○

○

○

○

○

○

○

15回

○

○

○

○

○

○

○

○

16回

○

○

○

○

○

○

○

17回

○

○

○

○

○

18回

○

○

○

○

○

19回

○

○

○

○

○

20回

○

○

○

○

○

企業名

NEC

㈱タミヤ

㈱東芝

㈱ハドソン

富士通㈱

味の素㈱

NKK

東京ガス㈱

東京電力㈱

㈱さいか屋

日本IBM㈱

NTT東日本

オリエンタルモーター㈱

サントリーフーズ㈱

トキコ㈱

日本コロムビア㈱

日本マクドナルド㈱

三菱自動車工業㈱

㈱協育

協育歯車工業㈱

川崎信用金庫

明治製菓㈱

㈱ベストテクノロジー

㈱岡田屋
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NO

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1回 2回 3回 4回 5回 6回

○

○

7回

○

○

○

8回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

9回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

10回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

11回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12回

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 

○

○

○

○

○

13回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

14回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

15回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

16回

○

○

○

○

○

○

○

○

17回

○

○

○

○

○

○

○

18回

○

○

○

○

○

○

○

○

19回

○

○

○

○

○

○

○

○

20回

○

○

○

○

○

○

企業名

㈱コガネイ

東亜企業㈱

フジテレビジョン㈱

㈱ミクロスソフトウェア

㈱サンナイオートメーション

ユーケーテック㈱

㈱パトライト

双葉電子工業㈱

リーダー電子㈱

（社）川崎南法人会青年部

㈱エスアイテック

エムエスシーソフトウェア㈱

川崎南工場振興会

㈱東計電算

川崎マリーンロータリークラブ

JFEスチール㈱

JFE技研㈱

アイコー電子㈱

テック電子工業㈱

㈱夢現工房

東海技研㈱

㈱延山製作所

日本工学院専門学校・
日本工学院八王子専門学校

三菱ふそう
トラック・バス㈱
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NO

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回

○

○

○

○

○

○

14回

○

○

○

○

○

○

○

○

15回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

16回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

17回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

18回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

19回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

20回

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

企業名

（株）グリーンテクノ

TMCシステム（株）

ホテルスカイコート川崎

セントラル電子制御（株）

（株）大西家具店

㈱山鉄物産

㈲オリエント精機

セントラル技研工業㈱

ゼネラルエンジニアリング㈱

㈱オリジナルマインド

㈱日の出製作所

㈱川崎フロンターレ

沖電線㈱

京急サービス㈱

東京工芸大学

㈱MonotaRO

美遊JAPAN㈲

㈱廣杉計器

松山工業㈱

㈱南信社

㈱マイクロネット

㈱三矢研究所
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（6）ロボット技術交流会年表

回数 テーマ 講師
第1回

1998年

第4回
2001年

第5回
2002年

第6回
2003年

第7回
2004年

第8回
2005年

第3回
2000年

基調講演 ロボットが築く未来社会〜今ロボットに求められているものは
東京工業大学
教授　広瀬　茂男　氏

第2回
1999年

基調講演 2足歩行ロボット研究の歴史と現状
工業技術院機械技術研究所
梶田　秀司　氏
工学院大学機械システム工学科
内海　真　氏

講演　1

講演　1

ロボット開発における分野別課題と取り組み

機械系技術の現状〜内骨格式2足歩行ロボットの開発

東京農業大学大学院工学研究科
栗林　卓也　氏

講演　2 制御系技術の現状〜非線形制御理論の2足歩行ロボットへの応用

㈱トミー
主任　田島　豊　氏

講演　3 ZOIDSの誕生と進化〜恐竜型から人型へ

東京大学工学部
教授　下山　勲　氏

基調講演 マイクロロボットとマイクロシステム

㈱東芝研究開発センター
宮川　豊美　氏

講演　1 配管作業用マイクロロボットのアクチュエータ技術

㈱バンダイ
西川　芳男　氏

講演　2 精密工学会マイクロメーカニズムイベント出場マシンの開発

電気通信大学
助教授　青山　尚之　氏

講演　3 微細作業用マイクロロボット群の開発と応用

東京工業大学
名誉教授　森　政弘　氏

基調講演 技術者を応援する〜ものづくりに熱中するよろこび

松下電器産業㈱
精機事業部　小倉　環樹　氏

講演　1
勝利を掴むために〜「らぴすらずり」ロングレンジアームの開発とチェビシェフ機構
の配置方法

トキ・コーポレーション㈱
研究開発部　柴田　康一　氏

講演　2 勝利への激走〜「ロッキー」の開発と課題

富士通オートメーション㈱
木村　公一氏

基調講演
HOAP-1」研究開発用小型人間型ロボットの開発〜コストダウン、小型軽量化を
目指した開発〜

東京大学
齋藤　敬　氏

講演　1
医療工学を背景とする実用ロボットの開発〜「しろやぎ01」におけるジュラルミン
の板金加工、脚の旋回機構とその制御〜

東京エレクトロニツクシステムズ㈱
弓納持　充代　氏

講演　2 カトレアの開発から得られた新技術とその可能性

日立電子エンジニアリング㈱
藤野　裕之　氏

講演　3 リンク式人型ロボットの歩行に関する技術報告

東京工業大学大学院
松野　文俊　氏

基調講演
レスキューロボット・システムの構築
〜国際救助隊サンダーバード実現に向けて〜

東京工業大学
講演　1

大型ロボットの意義とその開発に関する報告

トキ・コーポレーション㈱
講演　2

ROCKY5のタイヤ脚
主任研究員　柴田　康一　氏〜タイヤ脚の開発経緯およびサスペンションとのバランスについて〜
㈱セガ
高杉　耕起　氏

講演　3
ROBOTあらかると
〜仕事もイタダキ！〜

千葉工業大学
所長　古田　貴之　氏

基調講演
小型ヒューマノイドロボット：morph（モルフ）3に見る新技術の動向と、日本のもの
づくり文化の復興

東京工業大学
講師（工学博士）　河上　篤史　氏

講演　1
極限作業ロボットの研究と後進の育成

トキ・コーポレーション㈱
原　正己　氏

講演　2 人工筋肉バイオメタルのロボットへの応用

国立沼津工業高等専門学校教授
吉野　龍太郎　氏

（元　㈱本田技術研究所）
基調講演 創造力を生み出すためのロボット製作

㈱富士通研究所
主任研究員　沢崎　直之　氏

講演　1 視覚処理システムによるサービスロボット

静岡県立浜松工業高等学校
知的制御研究部

講演　2
知能ロボットの研究発表
〜レスキューロボットへの応用〜

〜親子型惑星探査ローバーとロボットスカベンジャー〜

植村　千尋　氏〜手作業から町工場の利用へ〜

パネルディスカッション
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回数 テーマ 講師
第9回

2006年

第10回
2007年

第11回
2008年

第12回
2009年

第13回
2010年

第14回
2011年

基調講演
人間とロボットが共存する社会システム構築に向けて
〜WABOT-HOUSE研究所が取り組むロボット総合技術の研究について〜

早稲田大学
教授　菅野　重樹　氏

講演　1 高層ビル外壁メンテナンスロボットの開発と製品化
ステラ技研㈱
代表取締役　林　健治　氏

講演　2
かわさきロボット競技大会から派生した技術
〜アンプの紹介〜

セントラル技研工業㈱
東　浩昭　氏

講演　3 ロボット部品加工の実演3Dモデリングマシンを使用して実際の加工
モデリングアール㈱
関東営業所　大竹　正高　氏

基調講演
NECにおけるパーソナルロボットの研究開発
〜PaPeRoの製品開発コンセプトとRTの活用について〜

日本電気㈱
研究部長　藤田　善弘　氏

講演　1 「かわさきロボットから生まれたロボットビジネス」について
株式会社夢現工房
代表取締役　藤野　裕之　氏

講演　2 動力学シミュレータ”Springhead”によるロボット開発支援
東京工業大学
田崎　勇一　氏

基調講演
「i-SOBOTの製品開発コンセプトとマーケティング戦略」について
〜タカラトミーが目指すロボットの今後の展望〜

㈱タカラトミー
渡辺　公貴　氏

講演　1 ロボット開発支援シミュレータの紹介
㈱テクノロード
代表取締役社長　杉浦　登　氏

講演　2 大学発かわさき系ロボット技術の波及効果：異分野へ、海外へ、そして宇宙へ
大阪大学
特任准教授　齋藤　敬　氏

基調講演
ロボットテクノロジーが農業を変える
〜農業用ロボットの最新技術動向の紹介〜

農業・食品産業技術総合研究機構
主任研究員　牧野　英二　氏

第1部 参加者による注目ロボットの技術・製作秘話 大会参加者

第3部 集団競技デモ 自由参加

第2部 プロポ等双葉電子工業製品の紹介
協力：双葉電子工業㈱
植村　千尋　氏

第1部 可搬重量100kg大型二足歩行ロボット〜「core（コア）」の開発について〜
千葉工業大学fuRo
所長　古田　貴之　氏

第15回
2012年

第1部 リサイクル・ラバー・チャレンジについて
松山工業㈱
代表取締役　鵜久森　洋生　氏

第16回
2013年

第17回
2014年

第1部 ゴムの基礎知識とかわろぼへの応用〜クシザシタロウも出るよ！〜 松山工業㈱　前田　宏　氏

第2部
AlibreDeisgnを活用したCAD、CAM、CAEの効果的な活用法と低価格3次元
造形機の可能性について

㈱スリー・ディー・エス
佐々木　淑唱子　氏

第1部 精密樹脂加工の無限の可能性
㈲岸本工業
代表取締役　岸本　哲三　氏
営業部　永井　司　氏

第2部

参加者によるロボット製作のアドバイス
〜注目を集めたSlendermanの足機構紹介・製作秘話〜

大同大学ロボット研究部 　所属
林　秀行　氏

参加者によるロボット製作のアドバイス
〜Leopardの独自技術紹介と提案〜

鮫洲レーシング　所属
西村　進一　氏

第3部 どうしてこうなった！？〜M＠NGO SirLionの設計思想にメスを入れる〜
魁！！やまだ〜ん塾　機動技術研究部
所属　廣瀬　貴世　氏

第2部 電磁波障害の防止及び対策部品の使用方法について
日本ジッパーチュービング㈱
大貝　万里　氏

第2部 SRDC（芝浦工業大学）における自作アンプの紹介と製作のポイント 大会参加者
第3部 かわさきロボット競技大会公式リングの作り方 ㈱南信社　平林　大昌　氏

第3部 ベテラン参加者によるロボット製作のアドバイス 魁！やまだーん塾　山田　大介　氏

講演　1
音声感情分析技術とホームロボット
〜広がるロボットの可能性〜

アレグリア株式会社
重松　俊一郎　氏

講演　2
ロボット技術活用事例
〜水中探索ロボットの開発と今後の展望〜

株式会社島野製作所
代表取締役　島野　徳明　氏 

講師会社名・役職名は当時のものを使用しています。
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（7）担当者インタビュー　〜かわロボの成り立ちについて〜

公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課　塩川　克久

当時財団では、企業の勉強会「ロボット開発研究会」を芝浦工業大学・佐藤晟先生（現大会実行委員長）の

御指導のもと、開催していました。

参加されている企業から、「企業の持つ技術を見える形でPRできないか」との話があり、先生に相談したと

ころ、大会の企画を提案いただきました。

当大会のロボットは、手脚の構造を持つことが義務づけられていますが、歩行ロボットは先生の専門でもあ

り、また、当時のロボコン競技としては大変めずらしいものでした。市内にはロボットを製作する技術を持っ

た企業は数多くあり、また「国際ロボットパークin KSP」といった関連イベントもありました。

川崎にはこのような技術イベントを開催する素地は当時既にあったと思います。

■かわロボの成り立ちについて

私は第3回大会から担当しています。当初から人気があり、毎年倍々で参加チームが増えていったのですが、

規則の改正や部品の調達、受入体制の整備が追いつかず、苦労した思い出があります。

■かわロボに関わった経緯

最初は動かないロボットが多くてハラハラしていました。

年々ロボットが動くようになり、試合も見応えがあるものになりました。技術力の向上は、製作環境を提供

していただいている企業や学校の支援も大きいと思いますが、なんと言っても、チーム同士仲が良く、情報交

換が盛んであることが一番で、これは大会の誇りだと思っています。大会としてもこれを支援するため、技術

交流会や発表会等を企画しています。

ちなみに「かわロボ」の愛称は参加チームの間で自然と生まれたものが定着しています。

■20年を顧みての感想

かわロボを含めロボコンの良さは、製作や競技を楽しむことで自然と技術が身につくことにあると思ってい

ます。また、イベントや学祭等、各地でかわロボが独自に企画・開催されるようになってきています。

我々は場を提供しているだけで、主役はあくまで参加者だと思っています。参加者を中心に、技術者育成の

支援の輪を協賛企業の皆様を始め、関係者の方と一緒に広げていければいいなと考えています。

これからもかわロボをよろしくお願い致します。

■これからのかわロボについて
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3.  バトルロボット部門：参加者インタビュー
（五十音順）
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学生のころからロボコンに参加したかったのですが、残念ながら身の回りに機会がなく社会人に

なってしまいました。なにか仕事以外に知的好奇心を満足させてくれることはないかと思っていた

ところに募集広告をみたので飛びついて会社の同僚と参加することにしました。後に10年近くもの

間、参加を続けることになり、社会人の貴重な夏休みがほとんどつぶれてしまうという悲しい事態に

なってしまいました（笑）。

浅田 寿士さん

1994年　第1回大会〜2002年　第9回大会参加
2013年現在、株式会社小松製作所　ICT事業本部に勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

なんと言っても第1回の大会へ参加した時のことが記憶に残っています。社会人で自由になる時

間も少ない中、業務後の夜中に作業したり、夏休み期間中に作業したりと大変でした。確か大会の

1週間前にロボットが仮組みできたのですが、重量が規定の2倍にもなっており、途方にくれたもの

でした。ひたすら軽量化に励んだ結果、なんとか規定重量に収まったのですが、それ以来、計画の

際には重量概算を真っ先に行うようになりました。と言っても毎年徹夜で軽量化していたのです

が。

■印象に残った大会があれば教えてください。

仕事として、大量生産する製品の設計ではなく、手作業で作ることを前提に設計することが多

かったため、設計や加工に関するスキルは、かわロボ専用というような側面が多かったように思い

ます。その一方で、納期や目標がはっきりと決められたロボコンに参加し、チームで作業を進めて

いくことはプロジェクト管理そのものであり、社会人として業務を進めることにも通じるため役に

立っていると確信しています。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

ものづくりの基本としてモノに触れることが大事ですので、こういったロボコンなどを通じて肌

感覚を身に着けていただければ、社会人になってからも役立つものと思います。また、プロジェク

トを推進していくということを考えると規模の差はあれ、このような大会でチャレンジし、その結

果がはっきりと自分にフィードバックされる経験というものはたいへん貴重であると考えます。是

非知人を巻き込んで考えの異なる複数名のチームで議論を戦わせて参加し、ゴールをきっていただ

きたいと思います。

■社会人として振り返って、かわロボ参加者にアドバイスはありますか。　 
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第1回大会に高校の先生が参加しており、そのお手伝いで大会を見て「面白い競技会だ。来年は是非

参加したい！」と思い第2回大会に参加しました（特に機械系が専門の自分に合っていると思いまし

た）。その後は、一緒にやる仲間がいなかったのでしばらく参加していませんでしたが、第7回より一

緒にやる仲間が集まったので再度、大会に参加するようになりました。

東 浩昭さん

1995年　第2回、1997年　第4回、
2000年　第7回〜2002年　第9回、
2004年　第11回〜2007年　第14回、
2009回　第16回〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、T.H.Mechatronicsに勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

第8回大会の時、前日にアームの製作が間に合わなくて他のロボット競技（相撲ロボット）のギ

アボックスをそのまま乗せて、長い棒を取り付けて出たのが一番印象に残っています。

■印象に残った大会があれば教えてください。

私のロボットは長いアームが特徴なのでトルク計算は勉強しました。その他、私は仲間のロボッ

ト製作にアドバイスすることが多いので、誰が操作しても勝ち抜くことが出来るロボットの設計

や、複数のロボットを製作するために組立やメンテナンスのし易いロボットを心がけるようになり

ました（量産製品の設計コンセプト）。それらは仕事と密接に結びつき、仕事・趣味が相互に影響

を受けてスキルが向上しました。また、社会人になって製作する場所がなくなってしまったので、

会社の設備を借りて製作が出来るように会社と交渉もしました。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上はありましたか。　

就職の面接で、かわロボなどのロボットコンテストに参加してるお話をして好印象でした。小さ

い会社だったこともあり、即戦力が求められていたのかもしれません。CADや工作機械をそれなり

に使えるという所が特に良かったようです。

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

かわロボは人生そのものです。ロボットに出会ったことで、大学に行くことを決め、会社もロ

ボットに関係するところ選びました。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。　
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小学生のころからロボコンに憧れていたんですが、高校（現東工大附属科学技術高校）に入学した

年に神奈川新聞の広告で大会のことを知り、参加を決めました。

植村 千尋さん

1995年　第2回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、双葉電子工業株式会社に勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

大きなロボットでよく目立っていましたが、それはあくまで結果で、元々は「他の人とは違うロ

ボットを作りたい」という考えがベースでした。最初のころ強い人と同じコンセプトでやっても勝

てないと思ったのが発端ですが（笑）。その後、自分が作った大きなロボットに勝てそうな目算が

ついてしまったので小さいサイズに切り替えましたが、毎回何かしらの新しい要素を盛り込むよう

にしています。

■ロボットを作るときに大切にしていることはありますか。。

仕事では主に「ロボットの部品」を作っています。学生の時なら自分のために自分が使いやすい

ものを一品作れば良かったのですが、会社に入ってからはお客様に使っていただくためのものを量

産することになったので、かなり意識は変わりましたね。製品の情報や使い方を積極的に提供する

必要もありますし、自社製品を自分で使って感じたことや他の参加者さんの声を製品開発にフィー

ドバックすることも大事です。そのため自分自身でもユーザー目線の感覚を失わないために、かわ

ロボには毎年私費で参加し続けています（笑）。

■学生の時と今の会社に就職した後ではロボット作りに変化はありましたか。

参加者同士の仲間意識を強く感じるところです。決して排他的な意味ではなく、新しい人も歓迎

して積極的に交流しようという雰囲気がある。それは学生時代から今でもずっと、参加者として出

続けたいという気持ちの源にもなっています。

■参加者側・運営側の両方を知る立場として、かわロボの良さは何だと思いますか。 

地方自治体が行うロボットイベントの中では、かわロボは特異な位置にいると思います。なかな

か事業としての継続が難しい中、ある程度以上の規模で参加者が入れ替わりながらも安定して続い

ているという非常に良いケースではないかと。強いて言えば、地方大会などでもっと多く公式イベ

ントができて、もっと規模が大きくなると良いかなと思います。

■ロボットイベントに関わってきた経験から、かわロボにアドバイスはありますか。　
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はじめは自分で出場するつもりはあまりなく、裏方に徹しようかと考えていました。そうこうして

いるうちに、仲間内で本気で出てみようかという話になり、数年間リサーチのようなことをした後、

ようやくロボットを作って出場まで漕ぎつけました。

大西 謙治さん

2008年　第15回大会〜2012年　第19回大会参加
2013年現在、神奈川県内の企業に勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

最初に作ったロボットは動くのがやっとで、当然ですが予選敗退でした。かわロボに限ったこと

ではありませんが、一生懸命頑張っているのに報われない友人の姿に感じるものがありまして、「こ

れは本気でやってみなければ」と。そこで自分にスイッチが入ったのだと思います。それは本大会

ではなくKHKさんが主催の駅前でやった大会でした。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

大会に参加する前に、2年間ほどコツコツ続けていたリサーチがその後のかわロボ作りの土台に

なっています。バッテリーの性能やゴムの素材などを調べていたので、今では必要な性能がわかれ

ば、どんなものを選べばよいかわかるようになってきました。そうは言っても勝負は水もので不確

定要素があります。技術的な作りこみは、その不確定要素を減らしていくためかなと感じていま

す。ですから、私のロボットは「勝てるようになった」というより「負けなくなった」という表現

が正しいと思います。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上はありましたか。　

以前から仲間内でかなり頻繁に練習試合などをしていたのですが、メンバーが同じだと手の内が

分かってマンネリ化してしまうんですね。それではダメだということで、知り合いに片端から声を

かけていった結果、大阪とか遠隔地からも練習試合に来てもらえたりするようになりました。逆に

誘われることも増えて、良い具合に交友関係が広がっていきました。

■かわロボに参加する中で、交友関係に変化はありましたか。

他のロボコンに詳しくないのですが、かわロボで「これ、どうしているんですか」とか聞かれた

り、それをある程度オープンに話したりという雰囲気はありますね。ただ、そこを話したところで

「負けない」というのもあるのですが（笑）。

■交友関係つながりで、かわロボの参加者同士のコミュニティについて感じることはありますか。
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大学の知り合いが先に出場したので、それを観戦したのです。

当時のロボットはまだ歩行性能が高くなくて、自分が考えた、歩かずに勝つアイデアが通用すると

思いました。

小倉 環樹さん

1997年　第4回大会
1999年　第6回大会〜2007年　第14回大会参加
2013年現在、大手電機メーカに勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

順番としては逆で、当時大変だった「歩く」というアプローチよりも「長いアームで倒す」方が

簡単と思えたのですね。ルールを調べたら可能だった、それで出場を決めました。

これは常々言っているのですが、正面から見ると急斜面がある高い山（テーマ・課題）でも、横

や後ろから見れば平らかも知れない、階段がついているかも知れない、そんな考えを大切にしてい

ます。

■「らぴすらずり」と聞くと、長いアームであまり歩かずに勝つというコンセプトが有名ですが。

要素技術を突き詰めて行くタイプのロボコンは私の性格に合わなくて。かわロボには「完全な正

解」がまだなくて、アプローチが他と違っても受け入れられ、成果が出せるのが魅力だと感じてい

ます。

■かなり初期からかわロボに参加されていますが、かわロボの魅力は何だと思いますか。　

実は今、私は電気屋でメカは担当していません。大きな会社では自分がやったことはプロジェク

トのほんの一部になってしまいます。かわロボは自分の裁量でロボットを作り、出場して「世に問

う」ことが出来る良い機会だと思っています。

■就職してから、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

ロボット大会は勝負の要素が大きいので「勝つ」と言う目的は大切です。でも自分のアイデアの

実現も大切ですね。かわロボでは両方を同時に追い求める事が可能だと思っています（社会では二

者択一になる場面が多々あります）。

自分のアイデアを実現してどんどん「世に問う」てみてください。

■かわロボ参加者にアドバイスはありますか。
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もともとロボコンが好きで学生時代にもいくつかロボコンに参加しており、社会人になってから

も個人で出られるようなロボコンに参加したいと思っていました。友人の補助員として大会に参加

する機会があり、改めてコンテストとしての面白さを感じ「自分でも出てみよう！」と決意しました。

樫山 武士さん

2002年　第9回大会〜2008年　第15回大会参加
2013年現在、スズキ株式会社　要素技術開発部に勤務

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

結婚したばかりのときに、妻と一緒に買ったトルコのお守り「ボンジュック」をロボットにつけ

て戦いました。ご利益のおかげか決勝トーナメントまで残れました

■かわロボに参加した中で、何か印象に残ったエピソードがあれば教えてください。

大学や企業のグループでのものづくりでは、いろいろな情報を集め、大勢の意見をまとめてロ

ボットを作っていきます。しかし、もし自分ひとりの考えだけで全てを作りあげたとしたらどこま

でやれるのか、自分がこれまで得た知識、技術が、実際のものづくりでどこまで通用するのか、を

一度試してみたかった、というのが大きな理由でした。作ったロボットがどこまで戦えるかが、す

なわち自分のものづくりに関する力の証明になると考えました。

■御自身にとって、かわロボに出場する意義や目的は何でしたか。

先の答えにもありましたが、個人でロボットを作ることでものづくりに対する自分の力を客観的

に確認できたのではないかと思っています。英語力をTOEIC等のテストで測るように、物作り力

のテストを受け自分の実力を確認することができたという感じでしょうか。それと試合や練習など

で何度も通っているうちに、川崎市（特に駅周辺）について親近感を持つようになりました。

ニュースなどで地名が出ると思わず見てしまいます。

■かわロボに参加したことで良かったことはありますか。　

かわロボを通じて知り合った他のみなさんとの交流では、非常にいい時間を過ごさせてもらいま

した。人付き合いは苦手なほうなのですが、「かわロボ」が自分の交流の幅を広げてくれたと思って

います。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。　
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就職の際は、かわロボやNHKロボコンに参加したことを学生時代のエピソードとして面接での話

題にできました。技術系として就職活動をしましたので、ものづくりに取り組む気持ちを自身の経験

から伝えることができ、面接担当の方にも興味を持って話を聞いていただけました。

清藤 英樹さん

2003年　第10回大会〜2004年　第11回大会
2006年　第13回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、極東開発工業株式会社　設計課に勤務

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

かわロボに参加したことで、実際に作る場を想像しながら図面などを書くことができるというの

は強みになっていると思います。現在、私の業務ではかわロボとはサイズも作り方も異なるような

ことを行っていますが、かわロボに参加して自分で作ったということは、加工方法や規模は違って

も作業を考慮して図面を書くということには大いに役に立っていると感じます。また、かわロボに

参加しだした大学のころは制御回路も自作していたため、機械と電気について両方の知識を持つこ

とができたというのはプラスに働いています。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

若い参加者の方々に、「私のロボットは○○に特徴がある」や「私は○○を目的として参加してい

る」などの「思い」を持って参加してもらえると良いと思います。思いがあればやる気もおき、次

にやることも必然的にわかってくるので、自然と成長していけると思います。

これは社会に出ても同様だと考えていて、漠然と仕事をするのではなく「思い」を持って仕事を

することによって仕事のやる気もレベルも変わってくるので、学生にとってはそのような経験をす

るいい場所だと思います。

■社会人として振り返って、かわロボ参加者に何かアドバイスはありますが。

学生のころは、サークル・趣味の一環というような存在でした。今では、大学在学時のメンバー

や現在の現役生、また、その他にもかわロボをやっていなければ出会うことがないような色々な人

と交流を持てる場であると感じています。

さらに、仕事ではできない感覚重視の設計（わざと細かい計算や検討をせずいきなり部品を作っ

てどれだけのものが作れるか）を確認することができる場として役に立っていると感じます。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。
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小清水 大介さん

2003年　第10回大会〜2007年　第14回大会参加
2013年現在、株式会社リプス・ワークスに勤務            

小中学生時代に芝浦工大が開催しているロボット教室に参加した経験があり、同じような部活動

に入りたいとずっと考えていました。初めて訪問した高専の学祭での楽しそうな雰囲気に惹かれ、

即入部し、その部で盛んになっていた大会に参加することにしました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

とにかく没頭していました。自宅ではCADに向かい、授業中はそのCADの印刷したものとにら

めっこ、放課後部室でその結果をロボットに反映させる…こんな毎日でした。5年間参加していて

も試合の時は必ず緊張していました。3度目の参加で決勝リーグで負けてしまった時は泣きそうな

ぐらい悔しかったのを覚えています。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

材料によって異なる特性に興味を持つようになりました。特に樹脂材やアルミ材を多く使用して

いたため、樹脂材は摩擦係数の差など、アルミ材は切削のし易さや曲げに対する強度などを気にし

ていました。金鋸やヤスリを用いて自分の力で加工を行うことで、数値だけでは分からない感覚を

少しですが身につけられたと思っています。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。　

面接の際、学生時代に没頭していたこととして、語ることが出来ました。良い印象だけを伝えら

れたわけではないと思いますが、ものづくり好きをアピールできたと思います。

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

設計や組み立ての仕事をすることがありますが、かわロボを作るうえで異形状の構造物をイメー

ジしたり図面化したりを繰り返し行っていたので、その感覚は役に立ちました。また、メカ好きの

職人さん達の会話に馴染むことが出来ました（笑）。

■就職のした後に、お仕事の中でかわロボに参加したことで良かったことはありますか。

なくてはならない存在でした。学生時代にかわロボの経験をしていなかったら今の私はありませ

ん。まだ25歳ですが、印象に残るいろいろな経験をしてきました。そのいくつかの経験の中でもか

わロボはトップで、これからもそう有り続けると思います。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか？　
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小松原 洋平さん

1997年第4回大会〜2013年第20回大会参加
大手総合電機メーカを経て、2013年現在、諸国漫遊中

大学に入り、ロボット作りのためにサークルに入ったところ、ちょうどその年からかわロボに出

場するということで、先輩のチームの一員として参加するようになりました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

自分の性格のせいか、あまりロボ作りで大変だと思ったことは無いのですが、社会人になってか

らは色々と工夫をしました。小型フライス盤を買って独身寮に持ち込んだのですが、近所を電車が

通過するタイミングを見計らって、騒音を誤魔化しながら加工したりしました。

■大会参加を続けることでなかで、大学生と社会人で大変だったことはありますか。

「どうにかする技術」、「あり合わせのもので対応する技術」は部署内でも際立っていたと自分でも

感じています。装置や設備を組んで上手くいかなかったときに、設計をし直すのではなく、ちょっ

とした加工や部品でしのいだことが何度もありました。

■大会に参加することで、御自身の「ものづくり」のスキルや考え方が養われたことはありますか。

普段の仕事の中でも、最後の形や使われ方を意識するようになりました。その意味で視野が広く

なったように思います。他にも、私は機構設計担当だったのですが、ソフトや電気など他の分野に

も首を突っ込んだりしました。そのせいか、自分でも驚くぐらい色々な業務に携われたと感じてい

ます。

■お仕事の中で、かわロボに参加した経験はどのように活きてますか。

最初は難しいことはせず、シンプルに作るのが良いのかなと思います。簡単なものでも完成させ

て出場するのは大変なことなので、まずは一つ一つ作っていくことで「基礎体力」のようなものを

養うと良いと思います。自分の作ったロボットの性能や特性を把握して、色々な意味でコントロー

ル出来る状態で試合に臨んで欲しいなと思います。

■かわロボに参加する学生さんに何かアドバイスはありますか。　

かわロボに参加するのが楽しいので、大会が続く限り、私も出場し続けます！

■御自身にとってかわロボはどんな存在ですか。
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齋藤 敬さん

2000年　第7回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、秋田県立大学機械知能システム学科に勤務

ちょうどロボットアニメにはまった世代なので、第1回大会の新聞記事を見た際には、まさにこ

れを待っていたとばかり観に行きました。以降、ほとんど毎年観戦していましたが、その後大学院

を修了した年の大会から、研究室の同僚を誘って参加することにしました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

元々初代ガンプラ世代なので、模型の改造やフルスクラッチは当たり前でした。そのため、研究

を行う上でも色々な小物を試作していましたが、大会参加によってCAD、CAMを使いこなせるよ

うになり、より高度なバイオ分野向け自動機器も開発できるようになりました。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

僕は生物化学系の出身なのに、現在は機械系の大学教員になっています。就職の際には、バイオ

系での成果に加え、かわロボでの技術賞受賞や大阪工業大学ロボットチームの指導経験などが評価

されたと思います。ロボとバイオとどちらが本業かとはよく聞かれるのですが、本業はあくまでも

バイオ、それを具体化するためにロボ、という位置づけではあります。

■御自身のキャリアにとって、かわロボ大会に参加したことで良かったことはありますか。

研究開発の現場において、ヒト・モノ・カネとも潤沢に使えることはあまりなく、特にアイデア

で勝負する際には自分たちで装置を作り上げる必要があります。先端医療分野に重要な、バイオと

メカトロニクス両方の分野に通じている人材は元々少ないのですが、機器の試作開発能力まで身に

着けている人はほとんどいません。そんな中で、僕はかわロボで鍛えた試作開発力で独自の立ち位

置で仕事ができているように感じます。

■お仕事の中で、かわロボ大会に参加した経験はどのように生きていますか。

自分自身も一緒に参加している学生も未だ予選を突破していないので、挑戦すべき壁のような存

在です。ただし堅い壁ではなく、常に挑戦しがいのある形に変化し続け、時折意外と穴があったり

する、やわらかい壁です。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。
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酒田 直敬さん

1999年　第6回大会〜2001年　第8回大会、
2006年　第13回大会〜2008年　第15回大会参加
2013年現在、人材派遣会社に勤務

「ブロードキャスター」という報道番組で「頭突キンガーZ」という番組制作のロボットと、大

会の紹介映像を見たのがきっかけです。実際に見学もして、強く参加したいと思いました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

私自身の加工技術が格段に向上しました。また大会で知り合いが増えました。かわロボは、本当

にロボット好きが集まっていたので、いろんな情報交換ができました。ロボットの脚や腕機構、材

料の調達先や加工方法など質問したら、快く答えてくださり、答えているひとも自分の愛機のこと

を話せて楽しそうだったのが印象的でした。他の大会ではロボットの内部構造はなかなか教えても

らえず、ピリピリしている人とかも多かったと感じたので。

■御自身の変化も含めて、当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

就職では無いのですが、転職の際に履歴書にロボットの写真を添付したところ、反応がかなり違

いました。元々の職歴が事務職だったためか、機械加工系の求人に応募しても書類選考止まりが多

かったのですが、写真を書類に添付したところ面接まで行けることが増えました。

後の話になりますが、自分が希望していた機械加工の仕事だけではなく、電子回路の仕事のお誘

いも増えてしまったのは予想外でした（笑）。

■就職の際に、かわロボに参加することで良かったことはありますか。

趣味でロボットを作っていたら、会社から自動機の開発してみないかと言われたことです。自分

のやってきたことが他の人に認められたと感じたのと、元々ものづくりが好きだったので、これで

会社公認の上で加工の仕事ができると喜んだのを覚えています。それまでは、勤務時間の終了後に

加工機械を借りていたので少し心苦しかったのです。

■お仕事の中で、かわロボ大会に参加したことで良かったことはありますか。

趣味と実益を兼ねた楽しい工作ができ、自分の作ったロボットを披露する場でした。やはり、締

め切り（開催日）があると着手が先延ばしにならないので腕があがりますね。大会の運営側もブロ

グを更新したりサロンを整備したりとかなり力を入れていると感じます。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか。　
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佐藤 豊さん

2000年　第7回〜2010年　第17回大会参加
2013年　第20回大会参加
2013年現在　株式会社　佐藤製作所

子供の頃からロボットを造りたいと思っていたものの、素人には造れないと半ば諦めかけていま

した。そんな中、たまたま知り合いの異業種交流グループが製作したかわさきロボットを見る機会

があり、これなら自分でも作れそうだと思い参加することにしました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

ロボットは嘘を付かないので、間に合わずいい加減に造ると必ず競技会で問題が発生しました。

例えば、大きな力がかかるアームの軸の固定に貫通ピンではなくイモネジを使ったところ、相手を

持ち上げようとしたときに空回りして軸に力が伝わらず困りました。大丈夫だろうで造ったことは

大丈夫では無いですね。

■ロボットを製作した際の苦労や印象に残ったエピソードはありますか。

大会参加を始めた頃は、機構についての知識や部品調達先など殆ど分からず本当に苦労していま

した。そんな自分に他の出場者の皆さんが技術的な知識やお店の情報を親切丁寧に教えてもらえた

ことが有難かったです。その恩返しではないですが、自分もロボット作りで参考になりそうな知識

や情報はオープンに教えていきたいと考えています。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

大会参加を始めたころすでに板金加工の仕事に就いていたのですが、かわさきロボットで設計か

ら製作、そして実際に動かしてみて問題点があれば修正して完成品を造るという一連の作業をおこ

なっていたせいか、仕事でも板金部品の使用用途や完成状態をイメージして、お客様に製品の問題

点の提示や改善の提案などが出来るようになりました。

■お仕事の中で、かわロボに参加したことでよかったことはありますか。

かわさきロボットは災害救助ロボットや惑星探査ロボットに発展し得る可能性を秘めたロボット

だと思っています。特に学生さんは競技に勝つことだけに拘り過ぎずに、自分の機体が世の中に役

に立つ要素は何だろうというような競技会の先を見据えたロボットを造っていって欲しいと思いま

す。

■企業で働くエンジニアとして、参加者にアドバイスはありますか。
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柴田 康一さん

1998年　第5回大会〜2003年　第10回大会、
2005年　第12回大会〜2012年　第19回大会参加
2013年現在、トキ・コーポレーション株式会社に勤務

かわロボの前は超小型の多軸の歩行ロボットを作っていた。いつも顕微鏡をのぞきながら作業し

なければならないし、もっと大きな物を作りたくなっていたとき、かわロボの参加募集が目に留

まった。なんと賞金4百万円と書いてあるではないか！多額の賞金にモチベーションが400％になり

即座にロボットを設計し始めた。

数か月たってから、やっと金額のゼロを数え間違えていたのに気が付いたが、そのときはもう脚

構造を考えるおもしろさに取りつかれていた。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

初めてかわロボに出場したときのこと。予選は通過したものの、その時のアームは出発前の朝30

分ででっち上げた針金細工（エアシリンダ駆動）だったので、製作途中だが最高傑作と思っていた

アームを徹夜で完成させ載せ替えることにした。ところが日曜日の朝になってもアームは完成せ

ず、ロボットも新型アーム用に改造してしまったため元に戻す部品がなくなり、とうとう決勝戦に

出場できなかった。あの時は心の底から自分はバカだと思った。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

歯型を生成するプログラムを作りオリジナルの歯車を削り出しで作れるようになった。また、大

会中に他チームの参加者とお話しできるのが本当に楽しい。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

恋人や妻に「ロボットと私のどっちが大切なの！！！」と言われた時、「もちろん君だよ！」と言

える人になって欲しい。どんなに間違っても「ロボットだよ」と言ってはいけない。

時間がなくなり徹夜が続いて神経が参ってくるとロボットのことしか考えられなくなる。

その時は一時的にロボットの方が大切だが、「もちろん君だよ！」と言わなくてはならない。これ

は事前に練習しておいた方がよい。正しい返事をすぐに返すためには、練習が必要だ。

■かわロボ大会に参加する（しようとしている）方に何かアドバイスはありますか。

技術者としてのプライドを掛けた戦い。

■御自身にとって、かわロボとはどんな存在ですか。
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田中 崇裕さん

1999年　第6回大会〜2001年　第8回大会、
2003年　第10回〜2004年　第11回大会、
2006年　第13回大会、2010年　第17回大会参加
2013年現在、三菱電機株式会社に勤務

大学のロボットサークルに入部した時、かわロボのビデオを見て、ロボットの脚で動き回るメカ

メカしい姿に感動しました。

高校までは車輪移動がメインの相撲ロボコンや、センサーとプログラムがメインのマイクロマウ

スなどの存在しか知らなかったので、これらに対して、かわロボでは純然たる“機構”技術メイン

の大会であり、さらに格闘で勝負を決める、わかりやすいルールであることが琴線に触れました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

火炎カズラでは機械設計が不慣れだったため、動力軸の滑りが多発し、修理が大変でした。次の

年に製作した翡翠カズラでは、機体の信頼性は向上しましたが、想定外の振動により走行速度が設

計値の1／30になってしまいました。このため、振動の原因を実験と解析で検証し、大会後のサー

クル内研究発表で発表しました。

また、サークルが依頼されて出展した地元のイベント、“目黒SUNまつり”に翡翠カズラを改造し

て出品し、地元の子供達に遊んでもらったことも印象深い思い出になっています。

■当時のかわロボ大会の思い出があれば教えてください。

大会参加によって、ロボットの構成部品を“美しく”作るよう心がけるようになりました。当初

は出来るだけ早く作ることしか考えず、部品も機能する部分以外の仕上げはいい加減でしたが、火

炎カズラで荒く仕上げた動力伝達系でトラブルが多発したことから、部品精度の重要性を肌で感じ

るようになってきました。美しい、精度の良い部品で構成することが、ロボットの耐久性・信頼性

に繋がることを実感できました。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

大学での楽しい思い出を代表する存在。自分の設計技術向上とともに、チームで作業する苦労と

面白さを体験させてくれました。徹夜作業をしながら、チームメンバーと色々な話をしたことは良

い思い出です。今でもかわロボに参加したメンバーとは、大会のタイミングで集まって一緒に飲ん

だりしています。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。
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塚田 雄輝さん
2006年　第13回大会〜2010年　第17回大会参加
2013年　第20回大会参加
2013年現在、メーカー系企業に勤務

大学で入ったサークルがきっかけです。所属していたサークルでは、子供たち向けに工作教室を

開催することがメインの活動でしたが、技術力向上とものづくりの楽しさや難しさを自分たちで経

験するために、1年生は4人一チームを組んでかわロボに参加するのが恒例となりつつありました。

入部当初はサークル結成から3年目だったため、ロボット作りに対するノウハウがほとんどなく、

過去の大会動画や多くの書籍を読んで情報を集めるのに苦労したのを覚えています。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

今でも印象に残っているのは、一番初めに作っていた機体がはじめて歩いた時です。まるで本当

のわが子が歩いたかのように「うちの子が歩いた！」とチームで喜んでいたのを覚えています。し

かし、技術的な面では、チェーンが伸びて空回りしてしまったり脚が負荷で折れてしまったりと問

題ばかりで、大会本番の1回戦目でも途中で脚が動かなくなり負けてしまった苦い経験となりまし

た。

■ロボットを製作した際に、何か印象に残ったエピソードは有りますか。

もともと独創性があって面白い機体を作りたいという考えもあり、結果生み出したのが横から攻

撃できる鎌状の爪を持った2本の横回転アームでした。第15回大会では、予想を超えてそのアーム

が実力を発揮して、サークル初の決勝トーナメントに出場しユニーク賞ももらうことができまし

た。この経験のおかげで、サークルを引退した今でもかわロボに参加させていただいています。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

かわロボに魅力は、多種多様な機体が存在してそれぞれに相性や長所短所があるところだと思い

ます。「この機体にはこの構造の方が有利だけど、あの機体が相手だと戦いにくいなぁ」といった具

合にいろいろな相手を想定して設計しなければならないところが非常に面白いと思います。それ故

に、単純に機械的な知識だけではなく、状況をシミュレートする想像力やトレンドを把握するマー

ケティング力が試されると思います。本当の意味の設計とは単に図面を引くことではなくこういっ

た総合力が必要とされると思うので、是非そういった面も意識してものづくりをしてもらえればな

と思っています。

■企業で働くエンジニアとして、かわロボや参加者にアドバイスはありますか。
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中嶋 有介さん

2006年　第13回大会〜2012年　第19回大会参加
2013年現在、日の出製作所に勤務

（インタビューは2013年4月に行ったものです）

中学生から他のロボコンに出ていたのですが、顧問の先生から勧められてかわロボのジュニア大

会に出ることになり、運よく優勝したんですね。会場で表彰式を待っているときに本（バトル部

門）大会の試合を見て、そのレベルの違いに衝撃を覚えました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

大学1年生で出場したとき、まったく勝てなかったんです。一方、同期が決勝トーナメントに進

んだのを見て、「それまでやってきた3年間はなんだったんだろう」と落ち込みました。自分には才

能が無いのだろうと考えて、「それならもっと努力するしかない」、とその時からロボットに取り組

む気持ちが変わりました。

■ジュニア大会、本大会と出場されて、特に印象深かった思い出はありますか。

大会で優勝した後、中国でかわロボのイベントがありまして、その時に日の出製作所の方と一緒

になったんですね。元々機械加工や設計をするような仕事に就きたいと思っていたので、会社の話

を聞いていくうちに大きく興味を持ちました。その後何度か交流する機会もあり、試しに就職活動

をしてみたら受かって今に至るというところです。

■今勤められている会社はかわロボと縁のあるところですが、その経緯を教えていただけますか。

まだ研修の身なのですが、工作機械の扱いがある程度わかるかなと自分では感じます。同期には

全く機械のことを知らない人も入ってきたりするので。かわロボだけではありませんが、今まで取

り組んできたロボコンやものづくりの経験が生きていると思います。

■お仕事の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

特に、成績が出るようになってから急に変わりましたね。初めての対戦相手が自分のことを知っ

ていたり、技術交流会にお声がかかったりと。正直、戸惑うこともあります。

■就職先もそうですが、かわロボを通じて交友関係に変化はありましたか。

技術が身につくまでは冒険はするな、でしょうか。高校の顧問の言葉でもあるのですが、ある程

度ちゃんと作れるようになってから、オリジナリティを出すのが良いと思います。

■これからかわロボに出る参加者に対して、何かアドバイスはありますか。
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西嶋 駿さん

2012年　第19回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、大同大学ロボット研究部に所属

（機械系メーカに入社予定）

大学入学後に入ったロボット研究部で、部の先輩が参加していたので参加しました。ですが参加

歴が浅く、過去のノウハウなどの伝承がほとんどなかったため、最初はまともな歩行すらままなら

ない現状でした。各地の大会や練習会にも積極的に参加して他の参加者との交流し意見を聞いた

り、機構などを参考にしたりして自分なりに機体を改良していきました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

他の参加者との意見交換や練習試合などの繋がりは、自分がかわロボを作っていく上で大切にし

ているものの一つです。初の決勝トーナメント進出もそのおかげだと思っています。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

大学で初めてものづくりの世界に踏み込んだため、最初は設計も加工も全くやったことがない状

態でした。かわロボの設計から製作、組み立てまでを全て自分一人で行うことで、ものづくりのそ

れぞれの工程の大切さを学びました。また、実際に自分で素材から加工を行うことでコストや加工

の効率を考える良い経験になりました。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

面接の際、自作した部品やロボットの写真を持って行ったりしました。面接先の企業にかわロボ

参加者の先輩がいたので面接時の話も盛り上がり最終的に内定をいただけました。4年間ロボット

を作り続けた中でのいろんな苦労や努力したことのエピソードの豊富さは強みになったと思いま

す。

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

少し恥ずかしい言い方ですが、一言で言えば「青春」だったと思います。共に笑って泣いて助け

合い、時にはぶつかり合うこともありましたが一緒に戦ってくれた部員たちとの思い出。なかなか

上手くいかずに思い悩んだ日々。負けて心底悔しくてそこから這い上がって勝った瞬間の喜び。こ

れら全てが自分にとってかけがえのない思い出で、自己を成長させてくれる経験でした。勝ちたい

一心でがむしゃらに走り続けたこの4年間は今までにない充実感に満ちた日々でした。卒業して社

会人になった後も変わらず参加し続けたいです。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在ですか。
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西村 進一さん

2003年　第10回大会〜2004年　第11回大会、
2006年　第13回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、アルプス電気株式会社　M8技術部に勤務

高専に入学してなにか高専らしい部活を探していた所に、かわロボに出場するための部活である

「ロボット研究室」を見つけました。雰囲気が良かったので直ぐに入部し、1年生数人でチームを組

み参加することになりました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

本大会ではないですが、秋の学園祭で行うかわロボルールの大会で初めて優勝した時、試合が終

わっても脚が震えて汗が一気に溢れ出し、それでもまだ勝てたのが信じられなかったのを覚えてい

ます。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

自分のものづくりは、かわロボと共にありました。その意味でモノ作りに対する意識は劇的に変

わったと言えますし、根本のところは不変だったとも言えます。具体的には、目的の為に体裁や手

間を気にせず最適な手段を選択できるようになったことが変わった点だと思います。例えばいくつ

も解決方法がある中で、技術的に面倒でもそれで一気に解決できるならば、やってみようかと思え

るようになりました。凝り性なところは変わらないですね。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身に変化がありましたか？

よく分からない機械でも、疑問点を先輩に聞いていけば何とか理解できるようになった（理解で

きる自信がついた）と思います。それは、かわロボでメカをゼロから設計した経験と照らし合わせ

ることが出来るからだと感じています。

機械というのは不思議なもので、設計者の意図を汲み取るとでも言うのでしょうか、一度その設

計者の立場を経験してみると不思議と理解できるようになる気がします。

■就職した後、お仕事の中でかわロボに参加したことで良かったことはありますか？

工学を学ぶ「軸」のような存在でした。設計も・プログラミング・電子工作も、すべてかわロボ

の為に身に付けました。付け焼刃かもしれませんが、大変役に立っていますし充実していたと思いま

す。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか？
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貫井 勇一さん

2001年　第8回大会〜2011年　第18回大会、
2013年　第20回大会参加
2013年現在、栃木県の企業に勤務

大学に入学して、たまたま入部した部活が偶然かわロボに参加していたのがきっかけです。劇的

なエピソードがあったわけではないのですが、初参加して「同じ年代の人があれだけすばらしい機

体を作れて、どうして自分たちはできないのか」と悔しい思いをしたことは覚えています。ただ、

そう思っても自分で満足のいく機体を作れるようになるにはさらに数年の年月が必要だったのです

が…

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

一番思い出すのは第13回大会です。前回大会で自分の手がけた機体が上位入賞して、ようやく

「これが自分の機体スタイルだ」と確信できる機体構成を作り上げられた時期でした。B予選から

の参加でしたが余裕で突破し、予選トーナメントの第一試合で「カトレア」と戦うことになりまし

た。参加したときからロボコンマガジンで憧れの機体としてよく眺めていたので、「自分の実力が試

せる」と思ってかなりワクワクした記憶があります。試合では勝つことができ、「目標にしていた人

に勝てた大会」という、自分にとってひとつのターニングポイントとして忘れられません。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

「趣味と仕事はできるだけ同じにならないようにしよう」と考えたので、仕事とかわロボは関係

なかったりします。人によって考え方はいろいろだと思いますが、自分はそのおかげで完全に余暇

としてロボット製作楽しめるのでこれでよかったと思っています。

とは言っても、ものづくりに関わる仕事をしていると工具を使ったり設備の部品交換もあったり

するので、そういうときには多少なりとも趣味で実際に図面を引いて物を作っておいてよかったと

感じます。

■就職の際や就職した後に、かわロボ大会に参加していたことで良かったことはありますか。

本気になって勝とうと思っていた時から一線を退いて今振り返ってみると、「人の輪を広げる場

所」だったのかなぁと感じます。何年も前に知り合った人とも未だにロボットとまるで関係の無い

ことで交友が続いていたりします。そもそも、結婚できたのもかわロボのおかげと言えなくも無い

ので、どんな形であれ、参加者のみなさんにいい出会いがありますように。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか。
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廣瀬 貴世さん

2001年　第8回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、自動車関連の樹脂機能部品設計部門に勤務

幼いころからLEGOブロックに夢中になって遊んでおり、祖父の購入したSLの模型の滑車（ク

ランク）の動きが好きで、よく遊んでいました。大学選びもロボコンが前提になっていたかなと思

います。友人のチームのサポートを経て、自分でも設計製作したロボットで出場するようになりま

した。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

社会人になったくらいの時に、かわロボのイベントに参加することが多くなったんです。「人に見

せる楽しさ」「場を盛り上げる楽しさ」を意識するようになって、その上で勝ちを求めるようになり

ました。面白いロボットでも勝てることを証明したいという気持ちでそれから長いこと機体を作っ

ていました。それなりに盛り上がったかなと自負しています。

■出場するロボットで心がけていることはありますか。

企業によりますが、私の場合「ロボットを作っていた」ことよりも、「一つのことを続けていた」

という行動力そのものを評価してもらえたのかなと思います。あとは、大学の授業だけでは中々得

られない実践経験が得られたのは良かったです。授業の理解も深まりますし、先ほどのイベントも

含めていろいろな経験ができたことは就活で役に立ったと思います。

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

大学の仲間はもちろんですが、それを超えて色々な方と繋がりができました。ストイックになれ

る人は良いのですが、他の人とのコミュニケーションを通じてモチベーションを高めたりできる、

今のかわロボの雰囲気が私は好きですね。それに自分も救われてきた面があります。仕事のストレ

スを発散したり、逆に他の人の支えになったり。

■かわロボに参加されたことで、交友関係に何か変化はありましたか。

「13年間、人生の主軸に置いてきたもの」でしょうか。いろいろなアイデアを振りまきつつ、大

会を盛り上げてきました。

でもこれからは…次世代の若者に頑張って欲しいです。新しくかわロボをはじめる人には「中途

半端ではなく、どっぷりかわロボに浸かって欲しいな」と言いたいですね。

自分は彼らの見本になれるべく、今後は無理ない程度に続けていきたいと思います。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか。
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藤咲 大輔さん

2003年　第10回大会〜2007年　第14回大会、
2009年　第16回大会〜2010年　第17回大会参加
2013年現在、能美防災株式会社　技術本部に勤務

（第19回大会〜第20回大会では、決勝トーナメントで実況を担当 ）

高専のロボットサークルに入ったのが直接のきっかけですね。最初のロボットは全てが手探り

で、まともに歩くことができませんでした。当時まだ広まっていないABS樹脂を使っていたのが印

象に残っています。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

私の代の部員が少なかったこともあるのですが、サークルの先輩や後輩とは、「先輩後輩」の垣根

を越えた大親友や仲間になることができました。卒業してからも連絡を取り合ったり遊びに行った

りと今でも交流が続いています。言葉遣いや年齢の差はありますが、同じものを作っている「同

志」のようなものでしょうか。学校以外でも人間関係が広がりました。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

かわロボの練習試合を頻繁に行うようになって、他の大学のサークルと色々な情報交換をしまし

た。

たとえば脚の構造を包み隠さず分解して説明するとか。それをお互いに発展させたりして、ロ

ボットのレベルが上がったと思います。公式大会では勝ち負けはありますが、練習試合とか交流会

ではそういうことよりも、「負けてしまったから次は相手の良いところも研究して頑張ろう」という

気持ちになりました。その意味で、勝ち負けが全てではないのだと思います。技術交流や作ること

自体もかわロボの大切な要素なのだと思います。

■人間関係が広がったということですが、もう少し詳しく教えてください。

就職活動の最終面接の際にかわロボの脚機構の部分を持って行ったんです。そうしたら大好評

で、すんなりと決まりました。実機を出してから技術の面接官の目が変わったのを覚えています。

その時に「これは大丈夫だな」と思いました。

■就活やお仕事の際に、かわロボに参加していたことで良かったことはありますか。

「真似することは大事だよ」ですね。先人に学ぶではありませんが、一人だけで作っていると袋

小路に入ってしまうことが多いので。デッドコピーではだめですが、一番つらいのは頑張って作っ

て当日間に合わなかった、だと思います。まずは動くものを作ってください。

■経験者として、かわロボに初めて参加者する人に一つだけアドバイスするとしたら。
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藤野 強さん

1995年　第2回大会〜2002年　第9回大会参加
2013年3月まで、東北地方の某大学に勤務

（第20回大会では予選トーナメントで審判を担当）

高専在学中に、参加を誘われたのがきっかけです。当初から二足歩行ロボットを目指して作って

いたのですが、時間や技術不足からお腹を引きずって歩くような感じでした。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

今でこそかわロボは20回開催されて「これが強い」「この形は実績がある」などの情報があります

が、最初の方の大会はみんなが手探りなので、全部のロボットがユニークだったんですね。なの

で、私自信は自分のロボットだけがユニークとは思っていません。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

今振り返ると、どうしてあそこまで頑張れたのかが謎なのですが（笑）、当時の図面を見ても、

どうしてここまでやろうとしたか、出来ていたのかが不思議です。きっと、みんながすごいと言っ

てくれるのがとても嬉しかったんでしょうね。

それと、ものづくりに取り組む人に対して、「うまく出来ないのが当たり前」という大前提が自分

の中でできました。それがあったので、人に技術を教えるときに良い目線で接することができたか

なと思います。

■御自身のロボットやロボット製作を振り返って、何かエピソードがあれば教えてください。

春まで務めていたところは、まさにかわロボから生まれた縁でお世話になったところでした。ま

さか自分が5年間も大学で「先生」と呼ばれる身になるとは思いもよりませんでした。

■かわロボに参加したことで交友関係の広がりや変化はありますか。

今の学生全員がそうではないと思うのですが、「がっついていないな」というのが私の印象です。

最初は「やる気が無いのかな」と思っていたのですが、学生と話していくうちにそうでないことに

気づいて、それからは見る目が変わって接し方も変えるようにしました。

■大学で学生を教えられた経験から、今のものづくり系の学生をどう御覧になっていますか。

「折れない心」ですね。「若いヤツが自分の可能性を信じないでどうする」と思っているので、そ

の心意気で積極的に大会に取り組んで、自分のロボットを作って欲しいです。

■かわロボに参加しようとする初心者に一つアドバイスするとしたら何でしょう。



55

松葉 一孝さん

2007年　第14回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、TONE株式会社に勤務

大学の時、ロボコンをやっている部活に特に目的を持たず入ったのですが、大会を見学してリン

ク機構を駆使して激しく戦うロボットや、気合を入れて操縦する人達を見て面白そうだと感じまし

た。また、当時は電気回路に疎く、モーターやアンプ以外のほとんどが機械的な要素で構成された

ロボットは「自分でもなんとか作れそう」と思える敷居の低さが魅力的でした。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

特にこれ、といったエピソードはありませんが、成功した記憶はなく製作時は失敗の連続だった

ように思います。チームメイトの失敗を目の当たりにして、そうならないようにと設計製作したロ

ボットはやはり安定して動作しています。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

メーカー系の面接で、かわロボのことをそのまま話したら良い印象を持ってもらえました。最終

面接では自分で製作したロボットを持ち込み、役員の方々にも興味を持っていただいて話が弾んだ

ように感じられました。また、ロボット製作の経験から自分に自信を持つことができ、「私は○○が

出来るので、御社に貢献できます！」とハッキリ言えて良いアピールができました。

■就職の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。。

かわロボは今の自分を作ってくれた、道場のような存在です。かわロボをやっていなければ今の

仕事に必要なメカや電気の知識は殆ど身についていなかったのかなと思います。そのほか、チーム

メイトと苦難を共にすることや、ライバルチームの方々と切磋琢磨することで人との付き合い方も

変わっていきました。また、強いロボットの情報を探るために、色々な人と情報交換したりするこ

とで自身に積極性がついてきたようにも思います。何よりも感謝したいのは、今まで趣味らしい趣

味を持っていない自分にここまで熱中させてくれたことだと思います。熱くなれるものがない青春

なんてつまらないと思うので、若い人ほどどんどんハマっていって欲しいと願っています。

■御自身にとって、かわロボはどんな存在でしたか。
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三宅 巧馬さん

2001年　第8回大会〜2011年　第18回大会参加
2013年現在、㈱神戸製鋼所　圧縮機事業部に所属。

（前職は小原歯車工業株式会社）

第15回大会の時「優勝したら結婚する」と彼女にはっぱをかけられ、その思いに答えるべく自分

なりに最高の機体を作って大会に望みました。そして大会ではまさかの優勝。その場で即プロポー

ズしたかったのですが親や親族が大会を見に来ていたので断念。結局その日の夜にプロポーズして

OKをいただきました。後日、優勝賞金全額を費やして製作した結婚指輪をプレゼントしたり、結

婚式会場でかわロボを飾ったりと、ドラマのような年でした。

■かわロボの一番の思い出を教えてください。

大学のときは工作センターがあったので加工設備に恵まれていましたが、就職先では私用で加工

設備を使うことが許可されていませんでした。かわロボを続けるにはどこかで作業できる場所を確

保しないといけない…と、いくつかのサークルに交渉した結果どうにか懇意にしてくれる団体を見

つけることができ、大会でも順調に成績を残すことができました。そして2年後、会社から設備使

用許可と設備購入許可が下り、ロボット製作予算までつけていただけるようになりました。いまで

は後輩もできてロボットチームを設立するまでに至っております。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

ある年に会社から地域のお祭りでかわロボの大会（KHK杯）を開いて欲しいという要望をいただ

いたことをきっかけに大会の運営にも携わるようになりました。現在では公式戦を除くと参加台数

最多のKHK杯と地域の子供向けロボット操縦体験イベントを柱として、会社の知名度UPとかわロ

ボの認知度UPに貢献しております。

■就職されてから、御自身と大会との関係に変化はありましたか。

ロボットづくりも仕事も同じことなのですが「最終的な判断は自分で決めるしかない！」という

心持で挑んで欲しいです。ロボットを作る際に計画、設計、部品購入、製作、操縦どれをとっても

人任せにせず最後まで自分でやりきること。そして何が悪かったかを分析し、改善することで高み

を目指すこと。いたってシンプルなことですがこれが重要なことなのです。サークルの先輩や仲間

がいて協力してくれるうちならまだいいですが、社会に出てからは自分で方針を決めて進んでいか

ないと物事は前に進んでくれませんよ。

■企業で働くエンジニアとして、かわロボや参加者にアドバイスはありますか。
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山田 大介さん

1999年　第7回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、メディエックステック株式会社に勤務

大学で入部した部活が毎年かわロボに出場しているところだったので、自然に自分も参加するよ

うになりました。他の大会と違って派手さがあり色々なロボットが出ているのが面白いと思いまし

た。敗者復活戦があるのも、初心者に優しい印象がありました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

ロボットを作るために自作CNCを製作したことです。昔は今のように自作CNC加工機は流行で

はなかったので、ローランドDGのモデラやオリジナルマインドの製品などを参考にジャンクの部

品とミスミの部品を集めて作りました。そうして出来たCNCで色々な加工物が作れたのが一番印象

に残っています。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

この大会に参加してから「ものづくり」を始めたのですが、ロボットを作るために機械設計や製

作技術、電子回路やマイコンなどの勉強をしました。大切なのは色々な人と交流して情報を得てそ

れを自分の力とし、さらに得たものを後輩に教えていくことだと感じています。

■大会参加を続けることで、出場ロボットの進化や御自身のスキル向上がありましたか。

色々な分野の方、特に中小企業の方々とお話できるのは仕事上役に立つことが多いです。

また、自分の会社ではX線装置の製造と販売を行っていて、この分野は他社と競合することが数

多くあります。そこでお仕事をいただけるかどうかというのは、かわロボのバトルと同じように人

間と機械の総合力によって決まっているのではと感じることが多いです。

■就職した後、お仕事の上でかわロボに参加したことで良かったことはありますか。

自分にとって「ものづくり」の始まりであり人生の糧です。かわロボが無かったらとても怠惰な

人生を送っていたかもしれないです。

未だに大会に参加しているのは、悪く言えば惰性かもしれませんが、参加する時は他人の真似や

後追いをするのでなく、自分なり発想と新しい考え方や機構を用いたロボットを作って参加するよ

うに心がけています。

■企業で働くエンジニアとして、かわロボや参加者にアドバイスはありますか。
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弓納持 充代さん

1994年　第1回大会〜2013年　第20回大会参加
2013年現在、東京エレクトロニツクシステムズ株式会社　機械設計部
に勤務

会社が川崎市にあるのですが、市政70周年イベントとして第1回のかわロボが開催されるとの情

報を入手した社内報のスタッフから、社内報のネタになるので参加して欲しいと依頼されたのが

きっかけです。それ以前に別のロボコンに参加したことがあったので、参加自体はスムーズに決ま

りました。

■かわロボに参加したきっかけを教えてください。

最初の大会は、どうやったら「歩くのか」という仕組み自体から考える必要がありました。当時

私がエレベーターの開発に携わっていたのでそれを元にしてみたのですが、とても複雑な機構で重

量制限を超えてしまいました。急遽1週間くらいで材料を変更してなんとか出場したのを覚えてい

ます。当時の試合では、1．8mのリングがこんなにも大きいものかと驚きました。まだほとんどの

ロボットがヨチヨチ歩きだったので。

■当時のかわロボの思い出があれば教えてください。

かわロボのためというよりは、その時々私が携わっていた仕事の影響が大きいですね。2台目以

降は当時ATMを作っていたのでお札を扱う機構が元になっていますし、カーボンファイバーを

使ったときは、人工衛星の開発に関わっていたので協力会社さんにお願いして部品を作ってもらい

ました。他にもエアシリンダは詳しい技術者の方に聞きに行ったりしました。

■「カトレア」というと、大会ごとに新しい素材・機構を取り入れている気がします。どうしてでしょう。

色々なものを作る仕事なので、仕事でやったことを大会に取り入れたり、その逆にかわロボで試

したことを仕事にフィードバックしたりと良い相乗効果を生んでいると思います。新人研修の一環

としても利用していて、予算やスケジュールに対する心構えは仕事に共通するものだと感じていま

す。予想外のトラブルや破損への対応も必要になりますから。

■お仕事の際に、かわロボに参加したことで良かったことはありますか。

私自身は、ヨチヨチ歩きのロボットが戦うという素朴な雰囲気が好きでした。安全に気をつけつ

つ、「人の操作による駆け引き」が残る楽しい大会にして欲しいと思います。

■20周年を迎えたかわロボに向けて、何かメッセージはありますか。



59

4.  バトルロボット部門：協賛企業等インタビュー
（五十音順）
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茨城工業高等専門学校は、五つの学科で構成された工業高等専門学校です。東北／福島高専との

連携協力体制等も取りながら、世界で活躍できる技術者の育成を意識しながらも学生の理解しやす

い教育に注力し、学生達がものづくりを通して豊かな創造力を育んでいける環境作りが行われてい

ます。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

「かわロボ」に限らず、多種多様な各種コンテストにも積極的に参加しているのも特徴の一つで、

メカトロニクス、プログラムだけでなく知財、文化活動に至るまで、年間で10を超える対外活動に

学生達が全力で参加できる様配慮がされています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

実際にもの作りを学生が行う際には、学内組織「技術教育支援センター」の工場とスタッフが学

生達を支援する体制が整えられています。

スタッフもそれぞれの分野毎に担当者が常に待機しており、十数名に及ぶ充実したスタッフの支

援を受けられるのも茨城高専の特色と言えます。

■「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

学内で学生が身につけた技術や知識を地域の企業にアピールする「地域共同テクノセンター」を

学内に設置し、製作されたロボットや研究成果は学生達の技術力の証として有効活用されていま

す。

「実際にもの作りを行える環境」を重視した高専の教育姿勢が非常によくわかる、魅力的なキャ

ンパスから今後も優秀なロボットが誕生することを期待しています。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

茨城工業高等専門学校
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大阪工業大学工学部は、工学の全分野を含む形でデザイン分野3学科、サイエンス分野3学科、そ

してエンジニアリング分野4学科の計10学科で構成されている学部です。

学内ではそれぞれの学科において実験や実習を多く取り入れた実践的なエンジニアの育成を目標

とした教育カリキュラムが組まれています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

学内では授業における実習以外に、様々な課外活動に学生が参加できる体制が整えられていま

す。

様々な教育センターの中でも、各種コンテストに参加する学生を支援する「ものづくりセンター

（MONOLAB–モノラボ）」では、用意された様々な工作設備を利用して毎日多くの学生達が人力飛

行機、ソーラーカー、フォーミュラカー、ロボットプロジェクト等の活動に取り組み各種競技会で

優秀な成果を上げています。

また、大阪工業大学では地域の方々にその活動を知ってもらうことを目的とし、オープンキャン

パス以外にも学校施設の開放を定期的に行い、工学の面白さ、奥深さを子供たちにより早い段階か

ら身近に感じてもらえる様に働きかけており、かわロボに参加している学生達も多くの人々との交

流の場で活躍しています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

先に挙げた「ものづくりセンター（MONOLAB–モノラボ）」では、それぞれの活動を「プロジェ

クト」と定義して学生主導で活動が行われています。

CADによる設計から切る、穴空けといった基礎加工、複数台用意されたマシニングセンター等に

よる自動加工、最先端の3Dプリンターなどによって学生達のもの作りを強力にサポートしていま

す。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

大阪工業大学



社名　㈱大西家具店

昭和22年川崎にて創業。

一般家具・オフィス家具から手作り家具の販売。

その他インテリア雑貨、オルゴールなどを販売。

■大会初期より、参加者達を支援いただきありがとうございます。最初に御社の簡単な紹介を
お願いします。

手作り家具も職人達が丹精込めて作ります。

山から伐採された木材が、幾日・何年も乾燥の日々を過ごし、家具として加工され、御家庭に届

いても尚息づいて長く使われるのが喜びです。

皆さんのロボット作りも気持ちを込めて製作されます。完成した家具もロボットも活動・活躍し

て喜ばれるのは同じと思います。

■参加者の多くは、理工学系への社会進出を目指している学生達であり、そんな学生達のもの
づくりに対して、機械工業とは少し違う分野から御覧いただきどの様な感想をお持ちですか。

夏の競技大会では主に企業賞の賞品提供を行っています。受賞した参加者の皆さんが持ち帰って

活用していただけると嬉しいです。

また、かわロボの広報・普及に関してお手伝いをさせていただいています。

■大会の活動におけるPRなど多々御尽力いただき有難うございます。改めて「かわロボ」で御
支援いただいている内容、取り組み等について教えてください。

一見、マニアックな大会に思われがちですが、リング上での光景は老若男女どなたにも面白く、

リングで競技に及ぶまでのロボット開発努力なども、一般観客含め様々な方面にPR発信したいと

考えています。

このことで学生、選手の皆さんが奮起する一因になれたらと思っていますので、来年も面白いロ

ボットをぜひ見せて下さい。

■最後に今後、学生への支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

株式会社大西家具店　大西  直治 様   
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会社名：沖電線株式会社

所在地：本社　川崎市中原区下小田中、工場　群馬県伊勢崎市・長野県岡谷市

業種：非鉄金属製造業、電気機械器具製造業

事業内容：機器用電線、ワイヤカット放電加工機用電極線、通信ケーブル、光製品、フレキシブル

プリント基板、ワイヤーハーネス、統合配線システム

概要説明：沖電線は、機器用電線や通信用ケーブル、ワイヤカット放電加工機用電極線、およびフ

レキシブル基板（FPC）等の商品を中心に、設計、生産、販売まで一貫して手がけ、長

い間お客様の御愛顧を得てまいりました。電線やケーブルは、電気、情報の伝達手段と

して社会インフラに必要不可欠で、今後も様々な用途への展開が見込まれます。そのた

め、当社では、お客様からの多様化するニーズに対応すべく、営業、技術、生産が一体

となった迅速な取り組みにより、お客様に早く安心してお使いいただくためのモノ作り

を推進してまいりました。近年では産業機器、FA、医療器械分野での高速伝送能力、高

屈曲性、耐ノイズ性を特長とした機器用電線（ロボットケーブル他）、マシンビジョン用

ケーブル、PCF 光ファイバ等を商品化しております。今後も、社会のスマート化の流れ

等に対応し、新市場への取り組みを加速してまいります。

■最初に、御社の簡単な紹介をお願いします。

必要なスキルを獲得するために現場研修等を通し、直接、ものづくりの体験と品質管理の重要性

を身につけることを目指しています。配属後は、上長・先輩からのOJTによる指導によりスキルの

向上に取り組んでいます。また、自部門に必要な資格がある場合は資格取得のフォローを行い、会

社費用で資格試験を受験させています。また、社内認定資格の制度があり、特定の業務については

認定者のみが行う仕組みになっています。これには、目標意識を明確にし、それに向かって頑張る

意欲を喚起する効果があると考えています。

■社内で活躍する若手技術者への教育について社内で取り組んでいる事例等ありましたら教
えてください。

弊社は第16回大会から協賛企業として参加させていただいた、どちらかと言えば新参組です。

当初は地元企業として地域の方々にアピールできれば、とか、若い技術者の方々に社名を覚えて

いただければ、という軽い動機から協賛を開始しましたが、ミニ見本市に出展させていただき、毎

年、参加者の皆さんのひたむきな情熱と熱気を目の当たりにするうちに、競技大会に対する愛着を

感じるようになり、今では夏の恒例行事として開催を楽しみにするようになりました。

今後も、末永く協賛企業として参加させていただければありがたいと考えております。

■「かわロボ」への取り組みについて、簡単に説明をお願いします。

沖電線株式会社　田中 孝広 様
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目標を持たないまま漫然と学生時代を過ごしてしまう若者が多いと感じる昨今、ものづくりに情

熱を燃やし、自分たちの作ったマシンの実力を真剣になって競う姿は輝いて見えます。

是非、かわロボで培った真摯な態度とあきらめない努力を基盤に、技術系の分野で活躍していた

だきたいと思います。今の気持ちを持ち続ければ、きっと立派なエンジニアになっていただけるも

のと信じています。

将来、皆さんに弊社の製品を使っていただくような機会があればとても幸せです。

■今後、社会に出てくる学生達への支援についてお考えのこと、彼らに望むことなどございまし
たら教えてください。
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神奈川工科大学は神奈川県厚木市にある大学です。

工学部、創造工学部、応用バイオ科学部、情報学部の4学部（創造工学部、応用バイオ科学部は

2008年4月新設）を有しており、「社会／国際的にも活躍できる人材」「問題発見解決型スペシャリス

ト」の育成を目指した教育システムを取り入れています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

厚木のキャンパスには、敷地中央に専用のもの作り施設「KAIT工房」があります。

「学生のものづくりに対する夢や希望をかなえる場所、気軽にものづくりの楽しさを体験できる

場所」として、創作活動専用の施設として運用されています。

各種ロボコンや鳥人間コンテストといった学生の自主的・創造的活動をサポートできる設備とし

て利用され、専門スタッフを配置することで学生達に「施設」・「設備」・「道具」・「アドバイス」な

どの面で支援できる体制が用意されています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

「かわロボ」については、比較的早い段階から学内のサークルを中心に参加しています。

キャンパス内の施設を活用したロボット製作は盛んに行われ、学園祭などでも交流試合の開催を

いち早く実施するなど幅広い活動を長年にわたり行っている大学です。

■「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

神奈川工科大学では、学生がものづくりや実験、実習に挑戦することに積極的に後押しする体制

が取られています。

体験、経験を通して得る好奇心や想像力はエンジニアの素養として必要な要素であるとの考え方

から、キャンパスに通う学生達にさらなる活動のための環境提供を今後も続けていただきたいと思

います。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

神奈川工科大学
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協育歯車工業株式会社として第5回大会から協賛をしています。

その頃、大会では、ギアボックスの使用が義務づけられていましたが、プラスチックのギアが割

れてしまうことが多く、佐藤実行委員長から、歯車の提供を依頼されたことがはじまりでした。

当社では、先代から学生さんへの支援を社の方針としています。このため部品供給だけではな

く、ギアの特性や軽量化のための肉抜き方法等などの講演や、また大会中ギアの相談会などを行わ

せていただきました。

当時様々なアドバイスをしたことで、その後、大会と協賛企業が技術的な関係を深めるきっかけ

になったのではと思います。

■長年かわロボに御協賛いただいていますが、きっかけはどの様なものだったのでしょうか。

株式会社協育　井田 智佐子 様

以前は、よくお店によく来ていただいていましたが、現在では減っていると思います。

対面ですと色々御相談いただいて、こちらもアドバイスを出来るのですが…。

また、大会参加者の方では無いのですが、高校や高専で歯車の授業がなくなっていて、学生の方

が、材料を理解しないまま、完成品の部品を使用しているのではないかと思います。

大手企業でも設計もわからない人が増えているように感じます。

当社へも簡略化された加工図で発注される場合や製作図の無い場合もあります。電子系の教育は

充実しているかもしれませんが、特に機械系の初期教育が不足しているのではないでしょうか。

話は変わりますが、最近、大会に女子チームが増えたのは嬉しく思います。応援だけではなく、

実際に参加する御本人が技術者として現場志向なんですね。

高専の女性とお話ししましたが、その方も「（就職するのであれば）現場がいい」と仰っていま

した。

当社もお客様から図面を預かり発注する部署がありますが、専門用語や加工の基礎を押さえてい

る方であれば、女性でも活躍できると思います。

■正に大会の歴史にとって重要な役割を果たしていると思います。長年大会に関わられて感じ
ることはありますか。

昔は、ぼろぼろのギアの持ち込みがあり、社員とお客さんが共に考えながら課題を解決していま

した。そんなふれあいを、ぜひ体験していただきたいと思います。

ものづくりの伝承、特にインテグレートが重要で、大手自動車メーカでも自動機のラインを1本、

わざわざ手作業に切り替えているほどです。

デジタルのコピーではなく、人と人とのやり取りの中で技術は伝わっていきます。

そして、様々な人とふれあうことで、技術力、そしてコミュケーション能力がつくと思います。

その意味でロボコンは、社会教育に繋がると思います。

大会に参加することで、人間的に成長できる要素があります。これはものづくりと違った意義が

あると思います。

■今後、学生への支援についてお考えのこと、彼らに望む事などございましたら教えてください。
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当社では、相談スペースとして会議室も用意してありますし、協育歯車工業の工場見学もウエル

カムです。ぜひ、案件を持ち込んで欲しいと思います。

そして、参加者の皆さんには、頭でっかちでなく、現場と会話の出来る技術者になって欲しいと

思います。
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近畿大学は、大阪専門学校と大阪理工科大学を母体に設立された私立総合大学で、87年の歴史と

15の学部、6か所のキャンパスに5万人を超える学生達が通っています。

最近でこそ「近大マグロ」や「近大おいし鴨」、「近大みかん」といった農学、生物、産業といっ

た分野の報道で目を引くことが多い学校ですが、それぞれの学部で関係する業界をしっかりと見据

えた教育方針を持ち、「アドミッション（受け入れ）」、「カリキュラム（教育課程）」、「ディプロマ（学

位授与）」といった各段階にも明確な方針を打ち立てているのも特徴です。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

工学部を例に挙げると、入学者受け入れ方針では「基礎学力と学習意欲」、「価値観と倫理感」、「協

調性とチャレンジ精神」、「国際的な視野と意欲」を持つ人を受け入れるとしています。

一見すると厳しい条件を挙げている様にも見えなくもないですが、大学の先、社会で通用する学

位を有する大人を目指して欲しいという強いメッセージが込められています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

本部のある東大阪キャンパスをはじめ、奈良、和歌山、広島、福岡といった各地にあるキャンパ

ス内では、学生達の研究や課外活動をサポートするための設備や環境が用意されており、学生達が

主にサークル活動として対外的な活動を行う際に力を発揮することが出来る様、工夫が施されてい

ます。

近年では多くの大学で唱えられている「実学主義」という方針にも古くから着目し、そこから更

に一歩進めた「コミュニケーション＝人との交流」を重視する教育姿勢はサークル活動に臨む学生

達にも浸透しており、ロボコンや鳥人間、各種スポーツ競技などの現場でも礼儀正しさと広い視野

を持ったコミュニケーション能力は高く評価されています。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

近畿大学
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群馬工業高等専門学校は、前橋市にある5つの学科を持つ工業高等専門学校です。

工学の世界に通用する技術、知識はもちろんですが、社会や環境に対する倫理・教養の獲得や高

いコミュニケーション能力、表現力を持った人材の育成にも力を入れた教育体制を整えています。

高専ではそれぞれの分野・工学に関する専門科目を５年の時間をかけて学び、視野の広い技術者

を養成することを目的としています。

専門科目では理論だけでなく、実験・実習といった実技による確かな習得を重視しており、一般

科目においても力を入れて豊かな人間形成が達成できる様意識しています。

また、クラブや同好会による活動についても学生主体の組織的な活動を通し学業と並ぶ柔軟な人

格形成に重要な場として活動できる様、環境を整えています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

高専ロボコン、プロコン（注1）、デザコン（注2）といったイベントへの参加を通して学生達のもの作り

に対する経験の蓄積を図り、豊かな人間形成の場となる環境を用意しています。

その他のイベントについても研究会、愛好会といったサークルが学内に存在し、学生達の手によ

る活発なもの作りが行われています。

学生達の研究、製作の支援組織として「教育研究支援センター」を学内に設置しています。

ここには各分野において学生を支援できる環境が準備されており、指導する教員が適切な環境下

で学生と研究学習が行えるよう考慮されています。

地域企業との連携、相互支援についても「地域連携テクノセンター」を設置して熱心に行われて

おり、優れた技術者を地域に排出する教育機関として機能していきたいと思います。

ロボットコンテストを例に挙げれば、学生達が主体となって活動している研究会があります。参

加したいと希望する学生は学科、学年を問わず研究会に入部することでコンテストに挑戦すること

ができます。

サークルの中には同じ学科又は異なる学科の先輩、後輩がいますので、それぞれの身につけてい

る知識、技術を交換し合うことで課題を解決する手段を見つけだしたり、既に学んだ事柄について

もより高い理解を得る事が出来るようになります。

学生間では解決できない技術的課題や、製作における困難などに学生が遭遇した時は、教員によ

るアドバイスや指導、先の教育研究支援センターによる横断的な支援体制により学生自身の手で問

題を解決し、コンテスト参加による技術的、人間的成長を促しています。

（注1）全国高等専門学校プログラミングコンテスト

（注2）全国高等専門学校デザインコンペティション

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

群馬工業高等専門学校
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昭和10年、埼玉県川口市にて創業、昭和30年代から自社製品であるKHK標準歯車を製造・販売、

現在は標準歯車9700種（うち在庫品4500種）となっており、総売上の7割を占めます（残り30％は

オーダー歯車）。製造拠点は川口工場と子会社的な存在の㈱KHK野田（千葉県野田市）、販売拠点は

本社（川口市）、大阪営業所、名古屋営業所の3ヶ所、貿易部門は別法人となっておりKHK㈱とい

う販社があります。KHKグループ3社で総勢225名です。

■もうひとつの「かわロボ」とも言われるまでの認知度を得るに至った「KHK杯」を開催される
など精力的な活動について厚く御礼申し上げます。
最初に御社の簡単な紹介をお願いします。

①かわさきロボット競技会に準拠するロボット競技会「KHK杯」を実施

②上記、かわさきロボット競技会参加者への支援

③日テレ「鳥人間コンテスト」に参加する学生への支援

④全日本学生フォーミュラ大会に参加する学生への支援

⑤小学生から大学生まで工場見学会の受入れ

⑥工業系大学生・高校のインターンシップの受入れ

⑦歯車カタログの無料支給

⑧学生に対する講演（不定期、主に社長）

■「かわさきロボット」に限らず、学生達のものづくりに対して広く支援の手を差し伸べていると
いうことですが、いくつか支援の例を教えてください。

別紙にて概要をまとめましたので御覧ください。

■「KHK杯」の開催に至る経緯、現在の取り組みについて教えてください。また、御社内での
バトルロボット大会への取り組みについて教えてください。

今後も支援を続けていきたいのですが、社内の人事的な問題もあり、今のところ現状維持で考え

ています。

■今後、学生への支援についてお考えのこと、彼らに望むことなどございましたら教えてください。

小原歯車工業株式会社　小原 敏治 様
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KHK杯について
KHK杯の軌跡

2004年、かわさきロボット競技経験者を採用す
ることにより、かわロボと弊社に接点が生まれた。
①2005年10月：川口総合産業展

（川口SKIPシティ）
（財）川口産業振興公社、川口機械工業協同組合
が主催した川口総合産業展のイベントとして川口市
内で初めてかわロボルールによるロボット異種格闘
技戦を開催した。予想を上回る40チームの参加だっ
た。
②2006年9月：川口産業元気フェスタ2006

（川口文化センターリリア）
川口商工会議所創立70周年記念事業のイベントの

一つとして、ロボット　異種格闘技戦チェンバー杯
を開催した。当初32チームの募集であったが、最終
的に64チームの参加だった。
③2008年3月：ものづくり基盤フェアin 川口

（川口文化センターリリア）
経済産業省と川口商工会議所の主催による「もの

づくり基盤フェアin川口」のイベントの一つとし
て、ロボット異種格闘技戦のエキシビションマッチ
を行った。

この3度の開催により川口大会が認知され、公的
団体の支援がなくとも独自で開催してもらいたいと
の声が届いた。上記、川口ロボット大会に参加して
いた者2名が入社することになった。ロボット競技
経験のある社員が3名となり、独自開催のスタッフ
が揃い、2008年10月に第一回となるKHK杯2008を
開催した。当時の参加者は48チームだった。その
後、KHK杯も定番となり、参加チームは年々増え、
昨年は100チームの参加があった。
KHK杯の発展
KHK杯は第二回目より単なるロボット大会（第

二の川崎ロボット）ではなく、地域貢献事業として
開催することになった。工場内の公開、お弁当の無
料配布などを行い、地域のお祭り的なイベントとし
て発展させた。この貢献により川口商工会議所から
地域貢献賞の表彰を受け、川口市経済部からは地域
イベントして高く評価され補助金の対象にもなって
いる。
かわロボ競技経験者の採用を継続し、07年に2名、

08年に1名、11年に1名採用し、現在はKHK杯の実
行部隊になっている。　
KHK杯の位置付け

川崎本大会は正式な大会であり、皆様が真剣、一
年間の成果を本大会に賭けている。一方、KHK杯
はバラエティ番組みたいもの、誰一人、KHK杯を
優勝目標にしている人はいない、しかし、気軽に参
加でき、参加すれば楽しく、何か得する、本大会で
残念な思いをした人のリベンジの場でもある。
KHK杯の特徴
①かわロボ出身の社員と社長が実行部隊である。
②ルールがとても緩く、審判はベテラン（KHK社

員かその友人）、勝負が微妙な場合、取り直しさ
えある。

③参加費は無料、かつ、お弁当まで無料支給。
④優勝者に罰ゲーム的なアトラクションも用意。
⑤優勝〜4位まで賞金（少額）と賞品（KHK歯車

クーポン）が出る。
⑥特別リングを用意しており、練習試合はやりたい

放題。
⑦競技後のお掃除を手伝う（一体感が生まれる）。
⑧企業が主催のため、社会人は学祭より参加しやす

い。
⑨昨年は、選手の要望により歯車のディスカウント

即売会を実施。
⑩社長はリングアナウンサーを担当し、会場に常

駐、全試合を観戦・中継、するなど運営に関する
全ての責任を取っている（最高責任者の顔が見え
安心）。

⑪KHK社員の独断と偏見による特別賞も用意。
⑫近年は協賛者も増加。
その他

開催には社員の理解が不可欠、社員の中にはロ
ボット競技＝遊びと考える者もいる。ロボット大会
には、社会貢献・技術者育成・広告宣伝といった重
要な事項も含まれていることを社員に理解しても
らっている。

特にリーマンショックの時などは、社長朝礼時に
開催の重要性を充分説明し、理解を得た。

小原歯車工業株式会社　代表取締役　小原敏治
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当校は高専教育機関として、5年間の学習を通じて実践的な技術者を育成することを目標として

います。

専門分野で活躍するために必要な知識や技能を学ぶ「基礎力」、与えられた課題を正確かつ充分

に表現できる「実践力」、物事を的確に受け止め、言葉や様々な方法で論理的に表現する「コミュ

ニケーション力」を養い、社会性、国際性を併せて養いながら健全な人格を有した技術者育成の場

としています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

学内で行われるプロジェクト活動、研究活動等自由に「ものづくり」する環境として、敷地内に

「夢工房」を有しています。

本格的な工作機器をそろえた環境で、考えついたアイデアを自由に製作できるように、放課後な

どの時間を利用して、必要な製作方法や各種機器・設備の使用方法を習得していきます。原則とし

て、利用手続きを行えば在校生すべてが利用可能な環境を開放しています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

学内の応用技術センターでは「プロジェクト活動」として、学生達が学年や学科を超えて様々な

もの作りにチャレンジしています。学校の授業内で実習する「ものづくり」の経験を基に、より高

度な知識や技術の獲得を目指して学生達が日々努力しています。

「かわロボ」においては、第一回大会開催時より現在に至るまで多くの在校生、卒業生が参加し

ており、より実践的な技術者の育成を目標とした課題に挑戦しながら、夢工房だけでなく学内の設

計環境や電気工学科のマシニングセンターを学生に開放して自在に部品加工・製作を行える様にし

ています。

現在学内プロジェクト「かわさきロボットプロジェクト」として応用技術センターの下で1年生

から4年生までの混成4チームが活動しており、5年生の自主製作等も含めると6台前後の競技ロボッ

トが毎年製作されています。

これらの環境を存分に活かして学生達は毎日ロボット製作に取り組んでいます。

■かわロボへの取り組みについて教えてください。

応用技術センターでは「PDCAサイクル」を重視したもの作りを学生に指導しています。

計画（Plan）し、実行（Do）し、製作したものを検証（Check）して次のものづくりに活かす

（Action）ことが出来る技術者の育成を目標にしています。「かわさきロボットプロジェクト」につ

いては、この目標を更に一歩進め、「設計ロボットの図面化、リスト化」を実際の企業エンジニアと

同様の手順で行い「即現場で働けるエンジニア」を目指していきたいと考えてます。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

サレジオ工業高等専門学校
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千葉工業大学は私立工業大学として最も長い歴史を持ち、また対外的な活動においても大変盛ん

な支援組織を有する大学です。

三つの学部と三つの研究科から構成され、電気、機械、情報以外にもデザイン、バイオ、環境科

学といった学科も存在する、柔軟性に富んだキャンパスが一つの特徴とも言えます。

建学の精神として「社会文化に技術で貢献する」を掲げており、学生たちへの教育においては、

日々高度化する科学技術分野に貢献する意思を持つこと、高度な専門的・学際的知識や技術の修得

を推し進めること、そして身に付けた力を活かして新たな創造に挑戦する事ができる学生である事

を求めて、日々の教育と活動支援を行っています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

ロボットに関係する分野において見れば、未来ロボット技術研究センターによる極限作業ロボッ

トの開発、実働テストや、近い将来の宇宙開発を見据えた惑星探査研究センターでの活動、東京ス

カイツリーキャンパスにあるショールームを使った研究成果や学校案内の常設化等、学内や学術の

世界からのみ評価を求めるのではなく、広く社会と接し、外からの評価を積極的に取り込んでいま

す。

キャンパス内には各種センターとは別に、学生が様々な課外活動に挑戦しやすい様に手加工中心

の「学生自由工作室」、複数の工作設備を有する「工作センター」、CADやデザインのツールを利用

できる「コンピューター演習室」が用意されています。

学生達はこれらの施設を活用することで、それぞれが思い描くモノ作りに存分に挑戦することが

出来るようになっています。

また、学生に共通の目標を持ってもらうことでより活発な創作活動が出来る様、学内で年に一回

のペースで「ものづくり発表会」を開催しています。

学内に用意された豊富な研究室や研究センターに所属することでより高度なもの作りに挑戦する

環境が用意されていますが、その前段階として、学生サークルや自主活動によるもの作りも活発に

行われています。

学生たちは部活動の一環として学内の施設や制度を活用しながら各種のロボットコンテストに参

加し、多くの成果を上げています。

学内における発表会だけでなく、学外の一般の方や、同じ目標を持ってコンテストに挑戦する先

輩技術者の方々と交流することで、技術の習熟をより確かなものとし、創造力や豊かな感性、社会

で活躍する為の確かな人間性を養っています。

また、知識や技術以外においても、さまざまな活動や学校生活をより充実して過ごす事が出来る

様、「学生支援プログラム」が実施されています。授業だけでは学びきれないITスキルの講習や、健

康な毎日を過ごして積極的な学習姿勢を保つ為のストレッチや料理教室など、学生たちが健全な学

校生活の下に勉学に励む事が出来る様支援しています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

千葉工業大学
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東京電機大学は、東京、千葉、埼玉に5つの学部と大学院を持つ大学です。

「かわロボ」にも東京キャンパスのサークルが最初期から参戦し、そのロボット製作の歴史もか

なり積み重ねられたものがあります。

2012年に東京・神田から千住にキャンパスを移転し、情報メディアやロボット・メカトロニクス

学科を擁する未来科学部が設置される等これからの新しいもの作りに柔軟に対応する人材育成の環

境作りにいち早く対応している、東京周辺で「歴史ある、新しい大学」と言えます。

学内の教育においては、基本的な理論を理解する基礎教育はもちろんですが、理論を確実に習得

する為の実験・実習教育にも重点をおいて実施されています。社会に求められる最先端の科学技術

者を育てる為にはまず確かな基礎の上に立つ人材が必要、という考えから学部・学科・学系・コー

スでの充実した基礎教育をもって多くの技術者を社会に送り出してきました。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

ロボット競技大会や各種の活動については、学部での参加、サークルでの参加等その規模、キャ

ンパスによって様々ですが、学校の教育方針でもある「実学尊重」の考え方により、学生たちはま

ずやってみる、ということを重視して活動しています。

実際に卒業生から製造業や産業界の第一線で活躍する技術者を多く生んでおり、活発に挑戦、成

長を続ける学生が多いのも学校の特徴と言えるでしょう。

規模の大小はありますが、学生は在学中それぞれのキャンパスの施設、制度を活用しながら様々

なコンテスト、競技会に挑戦し、課題に答える問題解決能力、学内外の人々との交流によるコミュ

ニケーション能力を鍛える機会として日々活動しています。

大規模なものになると国際的な規模のコンペティションにも複数参加しています。

これら対外的な活動への参加は、学生たちが大学で学んだ「理論」や「技術」を実際に試すこと

ができる貴重な体験であり、即戦力となる科学技術者育成の機会としてより一層の充実を目指して

いきたいと考えています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

「かわロボ」には学術研究部会／自動制御研究部（東京千住キャンパス）、ロボット研究会（埼玉

鳩山キャンパス）、千葉ニュータウンキャンパスからは学部からの参加をする等全キャンパスを挙

げて参加する姿勢で取り組んでいます。

現在のところ、旧神田キャンパス時代から活動を継続している自動制御研究部が学生によるサー

クルとして最大の規模を誇っており、近隣大学の同様のサークルに対してイベント運営やコンテス

トの取り組み等においてアドバイスや支援を行うまでに充実した活動が行われています。

2012年に神田から北千住へとキャンパスを移転するに合わせ、学生たちのサークル活動の為の環

境もより使いやすい様整備されましたので、学生たちの今後の更なる活躍を期待しつつ引き続き支

援してまいります。

■「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

東京電機大学
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都立産業技術高専は、2006年に都立工業高専と都立航空高専が統合し開校された工業高等専門学

校です。

都立高専（現：産業技術高専品川キャンパス）ロボットサークルによる大会参加の歴史は長く、

規則定制や大会の方向性を定める重要なターニングポイントにも影響を及ぼした優秀なバトルロ

ボットを多数生み出しています。

本校では、工学的知識と実践の応用力、それらを組み合わせた問題解決能力にコミュニケーショ

ン能力を併せて備えた人材を「ものづくりスペシャリスト」と定め、この人材を育てる教育機関と

して充実した学習環境を提供しています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

地域の子供たち向けに行っている科学教室や出前授業については、なるべく多くの学生に子供た

ちの指導を行わせ、他者とのコミュニケーションの大切さを学んでもらうのと同時に、人に教える

ことによって普段学んでいる事への理解を深めてもらう様薦めています。

また、地域企業の若手技術者を対象に、学内教員による各種分野への講習会を実施しています。

地域企業への貢献としての側面だけでなく、教員側も企業の求めている生の声を聞くことができる

ため、より現実的な指導を学生たちに行えるようになるというメリットがあるものと考えられま

す。

そして、学内外の教員や現在職場で活躍する卒業生を講師に迎え、学生と教職員が共に学び、体

験する機会として「教育研究コロキューム」を開催しています。

多くの業界から講師を招き、これまでの経験から判った学生たちへのアドバイスや、現代におけ

る最先端の研究開発状況に触れるなど、学内のカリキュラムだけでは得られない知識や理解を得ら

れる機会を提供しています。

■「ものづくりスペシャリスト」育成の為に何か取り組んでおられる事例などございますか？

再編成に伴い学科は「ものづくり工学科」1学科のみにまとめられており、二つの高専の学科は8

つのコースに再編成され希望のコースによって品川、荒川のキャンパスに分けられていますが、「か

わロボ」参加サークル及び活動の拠点は変わらず品川に置かれています。

個人的な参加者を除き、品川キャンパスで活動している「ロボット研究部」に所属する学生たち

が中心となり、学生主体のクラブ活動の中で上級生からの指導を受けながら技術を磨き、近年では

連続して上位入賞を達成するなど優れた成果を発揮しています。

また、対外コンテストにおいては社会人も多く参加している為、学生以外の多くの人と交流を持

つ機会として有効であることから、学生たちも進んで参加しています。

■「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

東京都立産業技術高等専門学校
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長岡工業高等専門学校は、国立高等専門学校第一期校の一つとして、1962年に開校された工業高

等専門学校です。

現在では五つの学科と三つの専攻科で構成されており、中学卒業後からの5年間をかけて豊かな

感性と実践力を有した技術者を目指した教育が行われています。

また、高専＝高等教育機関でもありますので、中学校を卒業し入学した在校生たちは学内では生

徒ではなく「学生」と呼ばれ、個々の自主性、自立性をより尊重して学校生活を送ってもらってい

ます。

服装や持ち物、行動に関する制約も普通の高校に比べれば少なく、自由度の高い学校生活を送る

ことができますが、同時に学内の学生たちは自分自身に責任ある行動が常に求められます。

自覚ある行動をとる事ができる、といった人間形成教育の上に、社会に役立つ高度な科学技術の

習得が可能な教育機関として機能しています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

本校の教育理念は「人類の未来をきりひらく、感性豊かで実践力のある創造的技術者の育成」と

しています。

時間をかけて勉学にはげみ、学生一人一人が自らの能力を発見し、技術者としてだけでなく人と

して大きく成長する事が出来る様、沢山の知識と経験を与える事が出来る環境と教員が学生たちの

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

学生達のロボット製作については、NHKロボコンに挑戦しているロボティクス部を中心にしたク

ラブ活動として行われており、授業の中で身に付けた技術や知識を活かして対外活動で結果を出す

べく学生達は日々製作に取り組んでいます。

学生がもの作りを行う際には、学科内にある設備を利用して製作にあたります。

各学科及びクラブ顧問の教員による指導のもとで、よりよいものを製作するためには、と学生達

が活発な意見交換を繰り返しています。

また、地域交流室を発展させ産学連携の推進を目的とした「地域共同テクノセンター」を2002年

に設置しています。

学生たちの様々な製作活動については、学内の設備や部活動の範囲で行われますが、地域共同テ

クノセンターでは、自治体や周辺企業との共同研究や技術交流、各地で開催される展示会に学科、

サークルでの活動成果を出展する為のサポートを行うなど、学生たちの成果をより多くの人たちに

知って頂き、役立ててもらえるきっかけづくりを行っています。

他にも、情報資源を２４時間活用する事が出来る様に設置された「総合情報処理センター」、世

界規模の教育に目を向けた「国際交流推進センター」、「地球ラボ」等が設置されており、学生たち

のモノづくりが更に多様な分野に発展してもサポート可能な環境が整えられています。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

長岡工業高等専門学校
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挑戦を見守っています。

日本海側でも工業の盛んな地域に位置し、優れた大学との連携体制も整った環境から多くの創造

思考を持った技術者が誕生してくる事に期待しています。
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日本アルテックはものづくり業界の人の横の“つながり”を作り、ものづくり業界を楽しく、元

気に強くすることをミッションとしています。具体的には以下の4つの取り組みをしています。

①人、企業、専門家の3者をつなぐツールとなるSNS『ALRU–アルル–』の企画・開発・運営

②ものづくり業界で働く社会人および学生に対するキャリア形成支援

③ものづくり企業に対する採用支援

④ものづくり企業の社員の方に対するメンタルヘルスサービス

■近年、急変する経済情勢の影響を受け、老若熟練度を問わず多くの技術者達が「働き方」を
変える、選び直すといった事態に直面することが多々見られます。
そういった技術者達の働き方をサポートするために日々御活躍されている御社の簡単な紹介
をお願いします。

以下の2つがあります。

①ものづくり好きな方のための交流の場（SNS）『ALRU–アルル–』⇒ https://alru.jp

横のつながりを作る、技術力を向上させる、仕事につなげる、自分の技術を社会の役に立てる、

そして日本のものづくりを元気に強くする。といったことを目的にしているSNSです。と言って

も、難しく考えずに実際は遊び感覚でゆる〜く参加して、真面目に遊び、まずはとにかく楽しんで

もらうツール／場所とし、ものづくりが好きな方であれば、誰でも参加できるようにしています。

本気で遊ぶ中から、様々なことを学び、皆で成長していくことがねらいです。

また『ALRU�アルル�』は転職サイトではないので、しがらみのない中で、個人同士だけでな

く、企業、専門家等とも交流できます。

ものづくりが好きな人同士で心から楽しみ、そして真面目に本気で遊んで欲しいと考えていま

す。肩の力が抜けたところから、クリエイティブな新しいものが生み出されるのです！

②WEBまたは対面によるキャリアコンサルティング

日本アルテックのキャリアコンサルティングでは、最終的には就職・転職支援も行いますが、ま

ずは本来のキャリア形成支援をしっかりと行うというスタンスで進めています。コンサルタントは

皆キャリア・コンサルタント有資格者かつ技術業界での就業経験者ですのでマニアックなお話も大

歓迎です。

テクニカルな面では履歴書、職務経歴書、エントリーシート等の書き方指導、面接シミュレー

ション等も行っております。

■理工学を学び、純粋に製造業のエンジニアとして働く道を選ぶ学生や若手技術者は、意図
せず視野が狭くなり、広い範囲での対人コミュニケーションを苦手とする傾向があるといわれ
ています。こういったものづくりに臨む学生や若手技術者に対して、御社ではどの様な支援体
制を持っていますか。

日本アルテック株式会社　相澤 庸介 様



79

今後になりますが、上記の『ALRU�アルル�』をかわロボのコミュニケーションツールにした

り、スケジュール管理ツールにしたりすることが可能になると思います。

■「かわロボ」に関わる事例等ありましたら教えてください。

全体でみると昨年末に製造業の就業者数が51年ぶりに1,000万人を下回りましたが、今年6月、7

月は増加に転じています。しかし、このような変化に一喜一憂したり、動揺したりする必要はあり

ません。技術者はいつの時代でも必要とされていますし、皆さんの力が必要ということに変わりは

ありません。ただ、必要とされる技術者像は時代により変化していきますので、その変化に対応出

来る技術者である必要はあります。例えば今で言うと、研究開発職であれば特化した専門性が求め

られますが、それ以外については特化した専門性よりもゼネラリストが求められています。具体的

には技術力だけでなく、コミュニケーション能力、マネジメント能力、ビジネス感覚を持っている

こと等です。また、必須ではありませんが、英語等の語学力はアドバンテージになる場合が増えて

きています。

最終的には、ものづくりが好きかどうかが大きなポイントになります。好きであれば、様々なこ

とに興味を持ち、様々な事が気になるはずです。例えば採用面接に行き、工場や設計現場を見学さ

せていただいた際に興味津々で装置や設備に食いついて見ている人は採用されやすいです。また、

自分が作ったロボット等の製作物を持って行くのも良いと思います。

■最近の製造業の雇用や労働の変化に関して、学生たちに伝えることがありましたらお願いし
ます。

何のために働くのか。それは働くために働くのです。そして働くとは何らかの形で人の役に立つ

こと。お金以上のそれを感じることが出来れば、社会人って素晴らしいと感じるはずです。そして

技術者の方はとにかく遊び心、好奇心、探究心を持って、自分が得意とすること、好きなことを仕

事にして楽しんでいって欲しいです。そのような思いから、私は交流の場であり大人の遊び場であ

る『ALRU�アルル�』を開発しました。全力で支援しますので、共に真面目に遊び、働き、成長し

ていきましょう！

■最後に、今後社会に出てくる学生達についてお考えのこと、彼らに望むことなどございました
ら教えてください。
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蒲田、八王子、北海道の三つのキャンパスに7つのカレッジを持つ日本工学院は、国内の専門学

校としては初となる“カレッジ制”を有するユニークな学校です。

7つのカレッジはそれぞれ独自の教育理念を持ち、それぞれが“つくる”をキーワードに特色あ

る専門教育を行っています。

通っている学生たちは技術や知識を学ぶだけではなく、結果を導きだすプロセスまで重視した教

育を受け日々成長しています。

カレッジによる「専門性」と、キャンパスによる「総合性」それぞれを活かした環境から、社会

に通用する専門性をもった人材育成を行う専門学校です。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

「かわロボ」への参加については、テクノロジー系ロボットコース専攻の学生の皆さんを中心に、

授業の一部として編成されるプロジェクト活動としてロボット製作、参加が行われています。

プロジェクト活動に参加する学生については、製作活動に授業時間の一部を使用できる体制が整

えられており、充分な時間を使ってロボット製作に取り組める環境が用意されています。

■「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

日本工学院八王子専門学校のモットーに、“ものづくりはひとづくりから”というものがありま

す。

「創造力の育成」、「技術力の習得」、「資格の取得」に力を入れた教育を学生達に与えられるよう工

夫がされています。

■今後、学生の支援についてお考えのことなどございましたら教えてください。

名称にある工学だけではなく、医療、創造活動といった様々な分野のモノ作りに対応出来るよう

に、7つのカレッジの中は更に細かくコース分けされ、学生達の多彩な進路に対応できる体制が整

えられているのも学校の特徴です。

大会参加の面からみると、例えば八王子にあるテクノロジーカレッジの中ではテクノロジー系、

自動車系、建築系、環境・バイオ系、デザイン系といった5つの分類に分けられ、更にコース分け

してあらゆるジャンルの学習が行われてます。

■学生達のものづくりに対して、貴校ではどの様な支援体制を持っていますか。

日本工学院　八王子専門学校
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当社の創業は1960年で、89年に現在の大川町へ移転しました。

自社の難削材・精密部品加工技術で自動車、半導体、医療機器等に使用される高精度精密機械部

品の加工を行っています。

ごまかしのない技術で“ものづくり”をひたすら追い続けてきたお陰で、今では、金属加工の専

門集団と周りからも評価されるようになっています。

■川崎のものづくりに長年携わり、社内のものづくり教育の一環で当大会に参加していただ
き、ありがとうございます。最初に御社の簡単な紹介をお願いします。

第15回大会から協賛し、第16回大会以降はチームとして、競技にも参加しています。

大会へ社をあげて参加するのはめずらしいケースだったと思います。

参加にあたっては、私としても勇気が必要でしたが、社員が楽しく取り組んでくれるので、大き

なメリットと感じています。

ロボット大会への参加を通じて、会社の本業の方にも張り合いが出ているようです。

■かわロボとの関わりについて教えてください。

マシニング、フライス等、社内の設備は、業務時間外で使用して良いとしています。

プロ用の機材を自由に使えることは本人達にとても良いようです。加工技術のレベルアップに繋

がりますし、自分自身で図面を引いてみることもお客様から来る図面を読み込む上で、良い経験に

なると思います。

かわロボを通じて、自信が芽生え、新しいことへの挑戦が増えてきました。将来がとても楽しみ

です。

■大会参加にあたって具体的にはどの様な支援をされているのでしょうか。

当社の場合、「ものづくりが本当に好き」が採用の第一条件です。実際の所、ミスマッチも多いの

ですが、かわロボ参加者であればその点は心配ありませんね。

確かに製造業の登竜門だと思います。彼らには長く働いて欲しいですね。

■かわロボ経験者の採用もされていますが。

2013年7月に社員の発案で「日の出杯」というロボット大会を開催しました。

既に中国瀋陽市でかわロボを開催していましたので、ある程度運営方法はわかっていましたし、

大会への参加を通じ、仲間が増えていましたので、無事盛況の内に終了することができました。

また、参加者の方の材料調達を支援する「ものづくりサポートショップ」の運営も新たにはじま

りました。

将来、製造業も提案型になると思いますが、これも材料提案のきっかけになればと思っていま

す。

■その他、社内で取り組まれている事例などありましたら教えていただけますか。

株式会社日の出製作所　岩 和志 様



82

社員達は、設計、加工、製作、材料調達と様々なことを学んでいかなければなりません。そして

大田区の“企業ネットワーク”のように、垣根を越えて協力し合う関係が重要だと考えています。

企業は人材が全てです。社員にはこれからも、かわロボをはじめ様々なことに挑戦し、成長して

くれればと考えています。
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会社創立　昭和47年8月21日

ラジコン模型全般の販売、ネットショップ販売。

双葉電子工業㈱とフタバ産業㈱で協力し、大会関連商品の在庫管理と購入しやすい価格設定によ

り、大会参加者へ対応できる様に心がけています。

■「サブカルチャーの町」秋葉原でラジコン機器を購入するために多くの参加者がお世話に
なっております。最初にショップの簡単な紹介をお願いします。

20年〜30年前までの顧客層は小学生から高校生が中心であったが、現在は年齢層が上がり車部門

では30才以上、飛行機部門では50才以上となり、ラジコン業界も高齢になっています。昔と違い物

を作る人が減少し、ユーザー全体が不器用になっている。そのため、完成品を多く取扱う店舗が多

くなっているのに対して、パーツや素材を扱っている空間は減少傾向にあり、そういったものを探

しに来る客層は以前より少なくなっている様に思えます。

■秋葉原で長年もの作りに関わられてどの様な変化を感じますか。

技術者育成を目的とした、かわロボを通じて、技術向上のみならず技術者としてのマナーをしっ

かりと身に着けて欲しいと思います。

■「かわロボ」のロボット製作に必要な機材、部品の調達について長年に渡る柔軟な対応に
感謝致します。利用客である参加者達に望むこと等ありましたら教えてください。

ホビー、教材として機械的、電機的な両面の技術要素を有したものを製作する必要があり、技術

者の育成を目的に取り組むには非常に良いと思っています。更なる市場拡大を希望しています。

■ラジコンホビーの一種から始まる競技用ロボットの市場性について、感じることがありましたら
教えて下さい。

模型作りもロボット製作と共通するところがあり、模型製作を通じて、物づくりのありかた、余

暇の楽しみ方を培って欲しい。そのための情報提供はこれからも積極的に行います。

■最後に今後、社会に出てくる学生達への支援についてお考えのこと、彼らに望むことなどござ
いましたら教えてください。

フタバ産業株式会社　三橋 正徳 様
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弊社は創業以来65年にわたり、常に「工業社会の一員として、基礎機材を供給し、産業界の発展

に貢献する」という企業理念をもった会社です。参加者の皆さんになじみのあるラジコン機器だけ

ではなく、蛍光管の技術を駆使した「電子部品部門」、真空管等の部品を製造する「精機部門」、電

子回路技術を活かしたホビー／産業用無線機器を開発する「電子機器部門」といった複数の事業を

手掛けています。

■第1回大会より20年の間、参加者のロボットを制御するプロポやパーツで支援いただきあり
がとうございます。最初に御社の簡単な紹介をお願いします。

これだけの歴史を作り出す大会になり、参加者の先輩後輩、会場で知り合った友人知人と言った

関係も大変広いものになっていると思います。ぜひ大会への参加だけにとらわれず、そこで得た知

識や経験・人脈を皆さんの普段の生活や仕事といった別の場面でも活用していただければと思いま

す。

■長年にわたる「かわロボ」への柔軟かつ積極的な支援に感謝致します。次世代の産業を担
う参加者達に望むこと等ありましたら教えてください。

社内各部門、部署毎のOJT教育に加えて社外で開催される様々なセミナー・研修等を積極的に活

用し、直接の業務内容に関連する事柄を中心にしつつ幅広く知識や経験を得る様に社内技術者に対

しては推奨しています。

■御支援いただいている参加者に限らず、御社内でも多くの若手技術者が働いている訳です
がそういった技術者への教育について御社内で取り組まれている事例などありましたら教え
てください。

初回開催時より一貫して大会公認の送受信機の販売を行っています。2．4GHz送受信機の紹介や

大会当日のブース出展等を通じて参加者の皆様へ製品を紹介すると同時に、ロボット仕様送信機や

ロボットモード搭載ESCなどについては大会会場で参加者の皆さんから得た情報を基にして開発を

実施した製品展開も行っています。

■「かわロボ」への御社における取り組みについて、紹介してください。

弊社のホビーRC製品やロボット用機能部品が実用用途、軽作業用などに使われるようになって

きていますので、社会に出てから大会以外の場面でも大会で得た経験をもとに製品を活用していた

だければと思います。

■最後に今後、社会に出てくる学生達への支援についてお考えのこと、彼らに望むことなどござ
いましたら教えてください。

双葉電子工業株式会社 　中村 清一 様
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弊社は「シリコーン原材料の卸売業」、「電気・電子機器のパーツ・素材の製造・販売、卸売業」

を主な業態としております。

各種シリコーン、ゴム素材やEMI対策品、特殊印刷加工品といった様々な分野で「お役に立てる

製品」を市場に供給しています。

弊社は「自己革新を続け魅力ある企業をめざす」という経営理念を持っております。「魅力ある企

業」であり続けるために、「お客様にとって有益なこととは何か」を常に考え、自らが変化して要求

に対応し続ける企業でありたいと考えております。

また、同様に社会に出てくる学生達にも、自ら変化し成長を続ける技術者であって欲しいと願っ

ております。

■大会参加者への積極的な交流、支援の手を提供していただきありがとうございます。最初に
御社の簡単な紹介をお願いします。

学生に限らず、企業やあらゆる団体との協力活動として「マツヤマ・ロボット・プロジェクト」

を展開しております。

若い感性や考え方に触れることで企業間では見つけられなかった「新しい気付き」に出会うこと

ができると考えています。

競技大会への支援や出場といった社外での体験を通して、近い将来、弊社が扱う製品を活かした

技術者が福祉や介護の分野で皆さまのお役に立つ、「笑顔を増やせる」人材になって欲しいと願って

おります。

■様々なロボコン会場で多くの学生達に情報提供や支援をいただいているということですが、
学生達のものづくりに対して、御社ではどの様な支援体制を持っていますか。

製造業に限らず各種産業界で広く使用されているシリコン・ラバー製品ですが、一度板材やシー

ト状に成形してしまった素材は、ほとんどリサイクルすることが出来ません。

従来は専門の廃棄業者に処分を委託していたのですが、企業としては経理面で、社会的には環境

負荷として無視できない負担になっていました。

弊社で取り組んでいる「マツヤマ・ロボット・プロジェクト」の一環として何か出来ることは無

いかと考えていた中、「かわロボ」に参加しているロボットがすべり止め用その他の目的で色々なゴ

ム製品を使用していることを伺いました。

「どうせ捨ててしまう材料だけど、彼らに渡したら何か役に立つのではないか？」と思い、大会

当日のミニ見本市の場をお借りして、いくらかの端材を配布してみたのが始まりです。

結果は予想を大きく上回り、我先にと素材を持ち帰るだけでなく、その性質や使い方について、

真剣なまなざしで弊社のスタッフから話を聞く姿、自分達の作ったロボットだけではなく「こんな

ことに使えるんじゃないか」と更なる可能性をその場で考え始める大勢の若者たちの姿を目の当た

りにすることとなり「これだ！」という確かな手ごたえを得ることが出来ました。

■「リサイクル・ラバー・チャレンジ」の取り組みについて、詳しく教えてください。

松山工業株式会社　鵜久森 洋生 様
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引き続き「リサイクル・ラバー・チャレンジ」の開催を行わせていただくと同時に、参加者から

のゴム製品試作の相談等にも積極的に取り組ませていただきます。

また、弊社としても支援企業と一緒にチームを編成して、若い技術者達と同じ目線で新しい「気

付き」を探したいと思います。

■大会支援、競技会への参加等、多くの活動をされている御社ですが、「かわロボ」への取り
組みについて教えてください。

弊社が行っている「リサイクル・ラバー・チャレンジ」と同様の活動が行える支援企業が増やせ

ないかと考えています。

企業から見れば廃棄するだけの品物でも、勉強中の若者達には見たことの無い素材、なかなか入

手できない貴重な素材といった宝の山になります。そしてそれらの素材で更なる経験を積んだ技術

者の卵達は、私達産業界におけるすばらしい宝になってくれるものと期待しています。

かわロボ参加校や支援企業が開催する大会会場での配布等、弊社で出来る範囲での拡大と併せて

支援企業が多く集まってくれる土壌作りに期待しています。

■最後に、今後学生への支援についてお考えの事などございましたら教えてください。

こういった形で未来の技術者育成を支援できるのだという事例として、今後はもっと多くの企業

関係者にも協力を求めて行きたいと考えます。
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FA（ファクトリーオートメーション）の生産ライン等で使用される機械・電気部品をはじめ、

金型部品、機械工具など200万点を超える商品を、紙カタログおよびWEBシステムを駆使し、全世

界15万社以上のお客様に販売しています。「世界の製造業の裏方」としてものつくりを支えることを

企業理念に掲げ、部品1個から短納期でお客様に提供しています。

【ミスミHP】http://jp.misumi-ec.com／

■製造業のエンジニアのみならず、教育機関を含めた研究開発機関にも「MISUMI」のロゴで
広く知れ渡っている御社ですが、最初に御社の簡単な紹介をお願いします。

毎年、ロボット競技大会や自動車競技会などの競技に参加される学生団体・部活動・サークルに

向けて、機械・電気部品を無償で提供させていただいております。2013年も無償で部品を支給させ

ていただきました。

【学生ものつくり支援HP】http://jp.misumi-ec.com/st-project/

■様々なパーツの販売を行う御社では、人材育成を意識した学生支援体制があるとお伺いし
ます。現在行われている技術支援の取り組みについて教えてください。

特別な取り組みはございませんが、ミスミが提供させていただいているサービスそのものが役に

立つと多くのお客様から御好評をいただいております。例えば、紙カタログは掲載商品点数が多

く、使用例も豊富に掲載されているため、多くのお客様が「若手技術者にはミスミのカタログを見

て勉強してもらっている」というお声を多数いただきます。また、WEBサービスも豊富に用意し

ており、弊社取扱部品のCADデータや、それらを組み合わせた機構の事例集など、設計をする若手

技術者のスキルUPを実現できるサービスを展開しています。これら全て、無償で提供させていた

だいており、お気軽に御覧いただけます。

■社内外を問わず、若手技術者への教育活動に取り組まれている事例などはありますか。

参加される学生・社会人の方だけでなく、御来場される方にも「ものづくり」に更に興味をもっ

ていただくため、過去にはロボットや加工機を彷彿とさせる簡易装置を展示させていただいており

ます。これからも「ものづくり」に興味を持っていただける企画や展示を実施したいと考えていま

す。

■ミニ企業見本市では毎年楽しいギミックの展示物を用意していただきありがとうございます。
御社の「かわロボ」への取り組みについて教えてください。

競技大会で勝つための作戦を考えている姿や、交流を通して技術力を高めようとしている姿など

を見ると、いつも「ものづくりへの情熱」を感じてしまいます。いつまでもその情熱を持ち続け、

将来日本の製造業を担うグローバル人材として活躍していただきたいと思います。その御活躍を裏

方としてミスミが支えることができれば幸いです。

■今後、社会人となる学生達への支援についてお考えのこと、彼らに望むことなどございました
ら教えてください。

株式会社ミスミ　麻生 浩司 様



立命館大学は京都を中心に3つのキャンパスに15の学部と大学院を持つ大学です。

1994年に開設されたびわこ・くさつキャンパスの理工学部の学生達によるプロジェクト活動の一

環として大会にも参加しています。

学部の方針として「理学」と「工学」を融合した教育環境を用意することで、学生達が基礎学

力／能力を高めつつ国際化する社会環境にも適応できるコミュニケーション能力の獲得も疎かにな

らないような配慮をしています。

特に対外活動となる学生達の手によるプロジェクト活動では、鳥人間、ソーラーカー、ロボット

といった各ジャンルへの参加を積極的に促し、学生達がその経験から「問題の発見」、「問題の解決」

を進んで行うことが出来る人材へと成長するよう支援しています。

■まず、貴校の簡単な紹介をお願いします。

本校では「未来を生み出す人プロジェクト」を実施しております。キャンパスで学び、自らの志

を現実に変えるための知恵と技術を身につけ、「未来を生み出す主人公」として社会へと羽ばたいて

欲しい。そんな想いに基づく支援プログラムが学内で機能しています。

様々な企画の中で2008年、「なりたい自分＋Ｒ」として９つのロゴを採用した学内キャンペーンが

実施されています。

理工学においてはびわこ・くさつキャンパスに大半が集結していますが、京都のキャンパスには

国際、政治、経済、文学といった、異なる分野ながらも切り離すことができない分野を学ぶ場があ

ります。

そういった多様な分野が日々飛び交うキャンパスライフの中で忘れそうになる、自分はこうあり

たいという学生の想いを大切にし、彼らが成長する為の土台となる学生生活の場、技術や知識を得

る事が可能な環境を各キャンパスに提供し続けたいと願っています。

■キャンパスにおける学生達の活動支援について教えてください。

「かわロボ」への参加については、RRST（立命館大学ロボット技術研究会）から多数のチーム

が毎年参加しており、その活動においては大会内でも常に高い評価を獲得する一方、学生の活動も

含めたキャンパスは関西圏のロボット拠点の一つして認識されるなど西日本のもの作りの重要なフ

ァクターを担っている学生達が毎年もの作りに挑戦してくれています。

社会人となったキャンパスOBも、製造業の世界で重要な役どころを担う人材として大会に関係

する企業の中でも多数活躍しており、キャンパスで培われた高い技術力と人間性の豊かさを証明し

てくれています。

また、地元関西圏でのイベントなどでも進んで「かわさきロボット」を活用しており、全国区と

なった大会のPRも行っております。

■かわロボへの取り組みについて教えてください。

立命館大学
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小学3年生から中学生までを対象として、大人に

も難解になりがちなかわロボ仕様のロボットの構造

やロボットのシステムに、少しでも若いうちから接

してもらい、より早い時期により深く興味を持って

もらうことと共に、学習の意義や楽しみにも気づい

てもらえることをめざして、競技単体ではなく、ロ

ボット製作に触れられる工作教室付の企画として教

材と共にカリキュラムの立案がスタートしました。

教材は、関わる対象者が低年齢、未経験者が多く

予想されることから、モーターの出力を大幅に制限

して安全性を確保し、サイズ制限も持ち運びに便利

な小さいサイズに設定することがまず決定されまし

た。ただ、本大会の持つ競技会としての重要なエッ

センスである、動きのダイナミズムが失われるのは

開催趣旨そのものを損ないかねないため、操縦シス

テムは本大会同様の送受信機を採用することになり

ました。

一方、ロボット本体については、芝浦工業大学の

「ボクサーロボット」が素体として利用可能なため、

改造に必要となるオプションパーツの開発だけで初

動のコストを抑制することに成功しました。

実際のロボットシステムを構築する際に必要にな

るモーターコントローラーなどについてはCLUB

WADが市販を開始していたロボット用のマイコン

ボードPTMC-01を採用することで開発にかかる時

間とコストを抑制し、短期間で最初の教材ロボット

『ANTY-01』のキットが用意されました。しかし、

出来上がったロボットシステムは、本大会のような

激しいバトルにはあまり向かないマイルドな仕上が

りであったため、競技内容はバトルではなく、アイ

テム運搬競技が実施されることになりました。

カリキュラムとしては電子回路の組み立て工作を

含むかなり高度な取り組みにチャレンジした内容に

なり、4時間／回で4回実施される講座スケジュール

でロボットを完全に作りきれるかどうか、かなりタ

イトな状況になることが予想されましたが、「ロボッ

トを創る」という本物の体験をまず第一に考えよう

ということで補助のスタッフを多く配するなどの対

策をとりました。

こうして準備されたジュニアロボット競技大会は

2004年の第11回大会時に、その小・中学生向け部

門として初めて実施されました。

実施を受けて、印象的だったのは受講者に非常に

内容を喜んでいただいたことです。そして「かわさ

きロボット大会のジュニア部門」である以上、競技

内容は本大会にならいバトル競技であることが非常

に望ましいということ。心配された講座時間の不足

の問題は今後大きな課題となるであろうというこ

と。そしてコストの削減でした。

第12回大会においてもジュニアロボット競技大会

の実施が決定され、前回の開催での課題の解決に取

り組む機会を得、まず4CH用プロポから2CH用のプ

ロポへと変更の認可を受け、続いてロボット本体

を、芝浦工業大学の「ボクサーロボット」キットか

ら、タミヤ模型の「インセクト」キットへの素体の

変更を行い大幅なコストの削減と同時に機体重量の

削減に伴う運動性能の向上に成功しました。

さらに、カリキュラム内で受講生が作るロボット

の機械パーツの一部（電子部品を搭載するための

シャーシなど、簡単な内容のものに限る）を自分た

ちの手で加工、製作するようにすることでカリキュ

5.  ジュニアロボット競技大会のこれまで
第20回かわさきロボット競技大会実行委員会

副委員長　梁取　弘明

第1回大会
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ラムとしての体験領域の拡大と部品調達コストの削

減を同時に試みることになりました。

また、遠隔操作の自由度が4CHの際には実現でき

た「前後左右の移動機能＋腕の操作」が2CHへと削

減したことで「前後左右の移動機能」のみへと遠隔

操作機能が低下したことをシステム的に補助するた

めに、「反射式赤外線センサー」をマイコンボードオ

プションとして採用することで対戦相手と近接した

時に相手のロボットを自動的に転倒させるべく腕機

構が動作するようにシステムのソフトウェアを改定

しました。

完成したセットは『ANTY-02』と名付けられ、

こうしたロボットシステムの改定に伴って第1回の

ジュニアロボット競技会とは競技内容が異なり、本

格的なバトル競技を実施する運びとなりました。

こうした準備がなされた中、2005年の第12回大

会において第2回ジュニアロボット競技大会が実施

されました。

第1回に続いて受講生からの好評ぶりが非常に印

象に残る開催になり、競技としても盛り上がること

になりました。

ただし、実際の試合会場で、照明機材による「赤

外線」の影響を受け、自律動作機構が誤動作を発生

する事例があり、今後へ向けての重要な課題となり

ました。

実施を通じて明確になってきたことは「組み立て

キット」として市販されているロボットの素体部分

の組み立てが容易で、すぐに形にだけは出来てしま

う一方、受講者自身の自由な発想を生かした改造や

改変、新作といった主体的創造性が中々引き出せて

いないというのが現実でした。第1回企画時からコ

スト削減を強く意識し続けていた一方で、受講生の

学習意欲の向上や創造性の発現へより効果的に働き

掛けることが出来る可能性と、それ自体は必ずしも

コストと連動していない可能性を強く認識できまし

た。

第2回の実施を受けて、第3回までに改善すべき内

容が明確になってきました。

自律動作部分の「反射式赤外線センサー」の会場

照明機器による誤動作は原理的に不可避であり、非

接触の赤外線から、接触式のタッチセンサーにシス

テムの変更を行うこと。

受講生の自発的創造性を引き出すために固定の

キットの使用をやめて、CLUB WADにてサンプル

になる素体を開発し、組み立て説明書などを最初か

ら用意すること。

素材そのものからの加工は講座内での規定的キッ

ト製作授業の中では講座進行の混乱を招きやすいの

で、極力、基本キットの製作が終わった後の「改

造」などのために供給するように材料の供給を改め

ること。（一部パーツについてはそれでも型紙と併用

しての製作が残ってしまいました）

以上の改善仕様を反映して全てCLUB WADにて

開発された教材用ロボット『BEETLE』が完成し

ました。

2006年の第13回大会内において第3回ジュニアロ

ボット競技大会が実施され、開発の思惑に沿った形

で受講生たちによる多彩な工夫が花開く結果を見る

ことが出来ました。

BEETLEはあくまで「ベース」として講座内で

の解説はこのBEETLEに沿った内容になるのです

が、構造を理解した受講生を中心に完全な自作機構

を実現するものまで現れ、授業として習いつつも自

第2回大会

第3回大会
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らの考えを積極的に試し、成功したものに競技での

勝利も付いてくるという、ある意味理想的な展開を

実現し、目指した方針が間違いではないという確信

も得られました。

一方、素材として供給されたはずの材料がそのま

ま使用されてしまうことも多く、巨大化してしまっ

た素体に対して、腕機構が非力過ぎるという、採用

されている部品の性能上の問題が顕在化してしま

い、大きな反省点として残ることにもなりました。

第3回ジュニアロボット競技大会の盛況を受けて、

それまで2年続いた2CHプロポから、本大会同様の

4CHプロポへと回帰するように仕様の変更指示を受

け、第3回実施時に認識されていた問題への取り組

みが試みられました。

まず、BEETLEの大きめサイズのシャーシプ

レートは受講者自身が自由に切り貼りして改造を施

すための材料としての意味を込めての採用だったの

ですが、ロボそのものの巨大化にしか貢献していな

いと判断されたため、小さめサイズのシャーシプ

レートへと設計変更がなされました。これで自発的

に考えて改造を試みない限り、少し安定度の低い

ベースロボットしか作れないことになります。

つづいて、腕機構の強化に取り組むことになりま

した。もともとここにはラジオコントロール用の

「サーボユニット」が採用されていましたがこの装

置の出力が足りていません。十分な力のユニットは

非常に高価なので採用は出来ず、代わりに、市販の

ギアボックスとPTMC-01というマイコンボードを

利用して強力な出力の腕機構を製作可能にしまし

た。ただし、不用意に高性能・高出力へと偏ってし

まわないようにベースロボットでは、基本的な構造

だけが分かる仕様に設定しました。

プロポーショナルシステムが2CHから4CHに改め

られ、ラジコンサーボの使用を廃止したことで、マ

イコンボードのプログラムについては大幅な修正が

行われることになりましたが、結果、ロボットシス

テムとしては柔軟に受講生の想像力に対応しうるだ

けの自由度が確保され、『BEETLEⅡ』と名付けら

れたベースロボットキットが完成しました。

2007年の第14回大会内において第4回ジュニアロ

ボット競技大会が実施されました。

本格的に開催されるようになって初の、本大会と

同様の4CHプロポの導入、サーボユニットを使用し

ない、本大会と同様の腕機構構造、改造自由度の高

いベースロボットに、受講者たちの気持ちの高まり

が少し怖いくらいに感じられる開催になりました。

ただし、参加する受講生の気持ちの高ぶりとは別

に、受講するチーム間での基礎学力や能力の差が顕

著に現れるようになり、ベースロボットでの工作教

室時間内での完成が非常に困難になる受講生が現れ

始めました。

第4回の実施を受けて、それまで1個のみの仕様

だったサーボユニットを2個並列で使用するように

ロボットシステムの変更設計が行われ、これによっ

て1台に2基装備されていたPTMC-01というマイコ

ンボードは再び1基へと改められることになり、マ

イコンボードのプログラムが再び全面的に変更され

ることになりました。

また、脚部駆動用のギアボックスを左右一対で

セットされている物へと改め、ベースロボットとし

ては非常にバランスのとれた内容にポテンシャルを

高めることが出来ました。

一方で、ベースロボットを工作教室で学ぶ際に作

第4回大会

第4回大会
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業時間的なネックとなっていた電子回路の組み立て

実習は、PTMC-01を半完成の状態で供給すること

によって、完成したベースロボットのキットは

『BEETLEⅢ』と名付けられました。

2008年の第15回大会内において第5回ジュニアロ

ボット競技大会が実施されました。

リンク機構から再びサーボユニットへと腕機構の

仕様変更が行われたもののそれに伴う混乱などは一

切なく、先の開催にもまして受講者たちの多彩な成

果を見ることが出来る素晴らしい競技会になりまし

た。

一方で、競技の内容が非常に激しいものになり、

採用されていた主動力用のギアボックスが強度的に

耐えきれなくなるという事例が相次ぎ、使用する部

品についての再考を迫られる結果になりました。

第5回の開催を受けて、ベースロボットの構成品

について、再度の見直しを行うことになり、脚部主

動力のギアボックスをタミヤ模型製へと変更するこ

とが決定され、教室でのベースロボットの脚部製作

があまりに手軽すぎるということから脚部構造の高

度化を図る方針が決まりました。

電子回路の工作作業についても、半完成のユニッ

トを供給するのではなく組み立て済み完成品を供給

することで受講者による自主改造などに、より多く

の時間が回せるように配慮されることになりまし

た。

また、腕機構がサーボ式から再びリンク式へと戻

されることになり、そこで採用されるギアボックス

の出力が十分に大きいことが見込まれることと、新

規採用される脚部が構造的に大きめの方が、理解や

製作が容易になるということから、先の『BEET-

LEⅡ』で採用されていた大きめのシャーシプレー

トが再び採用されることになりました。

こうした数々の修正点を盛り込んで再構築された

ロボットシステムは、それまで開発を続けてきた

ベースロボットとはかなり色彩が異なり、本大会に

も見られるようなスパルタンなイメージのロボット

システムとして完成し、『BEETLEⅣ』と名付けら

れました。

また、開催内容に若干の修正が加えられ、工作教

室を受講していない、あるいは川崎市外からの競技

会のみへの参加者の受け入れが決定され、過去の経

験者が、再度参加を志すことが出来るようになりま

した。

2009年の第16回大会内において第6回ジュニアロ

ボット競技大会が実施されました。

予想されたように電子工作作業の省略によっても

たらされた時間的な余裕は各受講者の自主製作の時

間へと多く割り当てられた様子で、おおむね状況は

良好でした。

腕の形状や重心位置の工夫など、これまでには少

なかった大規模な改造が目立つようになり、受講者

のロボットがとてもバラエティに富んだ競技会へと

発展することが出来ました。また、今回から開始さ

れた外来参加者枠にリピーターが現れるなど、参加

のスタイルにも少しずつですが変化を見ることが出

来ました。

第6回の実施結果を受けて、教材としてのベース

ロボットの基本的な部分についての要件は満たされ

つつあることが確認されましたが、ベースロボット

の持つ「作例」としての役割の面で『BEETLEⅣ』

は腕機構と足廻りのバランスにまだ問題が見受けら

第5回大会

第6回大会
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れました。

動力ユニットの力自体は足りていても、重心バラ

ンスが取れていないために相手のロボットの攻撃で

はなく、自らが転倒する傾向が強く、過去に参加経

験のある参加者でないと、この問題を中々解決出来

ないため、部品のレイアウトを見直して、腕動作時

の自機転倒をある程度防止できるように内容を変更

しました。

一方、機体の横方向の転倒は、採用しているタミ

ヤ模型のギアボックスのセット内容から、そのまま

ではロボットの横幅がこれ以上とれないことからそ

の修正については見送られました。

また、この時期には登場していたフルデジタルタ

イプの送受信機については、本大会においても採用

事例がまだ少ないことから検討については継続扱い

となり、従来通りアナログタイプの4CHタイプの採

用となり、修正を加えて完成したベースロボットシ

ステムは『BEETLEⅤ』と名付けられました。

2010年の第17回大会内において第7回ジュニアロ

ボット競技大会が実施されました。

前年からのベースロボットの仕様変更が小幅なも

のに留まったことにより、受講者の自主的な発想や

改造の発展がもはやベースのロボットシステムの原

型をとどめない中学生が出現するなど着実に開催意

図に沿う形での進化が多く見られる回になりまし

た。しかし、その一方で、非常に強力な外来参加者

の出現によって多くの課題を突き付けられてしまう

という事態にも直面することとなりました。

それまで想定されていた外来参加者とは大きく異

なり、工作教室などでの受講歴はなく、非常に高い

レベルでの自学自習を経て、強力なモーター、高い

効率の脚部構造、腕構造によって、圧倒的な強さを

見せつけながら初参加でそのまま優勝してしまうと

いう珍事が発生しました。

受講者も開催事務局も共に非常に大きな衝撃を受

け、その後の教材用ベースロボットシステム開発に

大きな課題が残されました。

第7回の開催結果を受けて、従来の開発方針に加

えて、外来参加者とのレベル的な整合性を図るとい

う、重い課題があることを認識したため、それまで

推し進めてきたベースロボットの考え方には一線を

画する内容の更新が求められました。

コストについては従来からも強力に取り組んでき

ましたが、可能な限り、動作の効率改善を図り、ス

ムーズな歩行動作が可能な構造を導入することで多

少パワーのあるモーターを導入した程度の外来参加

者が出現しても講座受講参加者が圧倒されない状況

を用意する必要があるため、ベースロボットの脚部

に本大会参加機体にも多く見られるようになってい

た上下遥動の非常に少ない脚部構造のうち、1つの

動力軸に2つの脚部部品が使用されるタイプの採用

が決定されました。

機体の移動性能的には1つの動力軸に3つの脚部部

品を使用するタイプの方が望ましいのですが、ロ

ボットシステム1台に対するコストの面、それと受

講者の創意工夫の余地を残しておくという観点から

この処置がとられることとなりました。

また、大出力のモーターを投入してくることに対

処する一つの方法として、脚部1か所ごとにモー

ター・ギヤボックスを1基ずつ配置することで力不

足への対策としました。

また、本大会においてもフルデジタルプロポが本

第8回大会

第7回大会
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格的に普及してきたことを受け、ジュニアでも供給

される送受信機が変更されることになりました。

脚部機構の大幅な変更に伴って、講座での製作負

荷が急速に上昇することが想像された事から、腕機

構はシンプルなサーボ方式の採用が決定され、完成

したベースロボットシステムは『TYPE-11』と名

付けられました。

2011年3月11日の東日本大震災に伴う夏場の電力

供給の不安が取りざたされていましたが、第18回大

会は無事開催される運びになり、同競技会内におい

て第8回ジュニアロボット競技大会が実施されまし

た。

従来にない大規模なベースロボットの構造変更に

過去に参加経験のある参加者からは驚きの声が上が

りましたが、その構造が本大会に登場するロボット

にかなり近いものであることが知れるに従って受講

者のテンションが非常に高いものになりました。い

わゆる「ほんもの」に触れることの大切さを改めて

感じる一幕でした。

電子回路などは完成済みの物を供給していたので

すが、ギアボックス同士を電線で電気的に接続する

工作時に興奮からか、あわてて作業を行う受講生が

多く、1／3位の受講者が前脚と後脚が別方向へ動き

出してしまうトラブルが多く発生してしまいまし

た。

脚部構造の動作を理解するのが少し難しいため

か、従来のベースロボットシステムに比べて講座内

で組み立てに要する時間が大幅に増加する現象が多

く見られるようになり、それに伴って大幅な内容改

編に取り組む受講者の数が減少したことが確認され

ました。

その一方で、少数ではありますが、電子回路の改

造やモーターの変更など、性能にダイレクトに関わ

るものの、あまり形状的には目立たない改造に取り

組む受講者の数が増加するようになり、受講者それ

ぞれのこの講座へ取り組みの姿勢に大分差が出始め

てきていることも感じられました。

そこで、ジュニアロボット競技会教材としては初

めての試みではありましたが、次年度についても

ベースロボットシステムの基本は変更しない方針と

なりました。

第8回の開催を受けての基本方針としてはベース

ロボットの基本的な内容については変更しないこと

になったのですが、採用されるプロポーショナルシ

ステムが更新されることになり、ロボットシステム

の外観は変化しないものの、電子回路やソフトウェ

アについては全面的な刷新を行うことになってしま

いました。

特にバッテリーについては、従来使用できていた

アルカリ電池が使用不能となり、ニッケル・水素吸

蔵合金蓄電池等の二次電池の使用が必須となりまし

た。

また、脚部の構造が従来の物より大分難しいもの

になってしまったことへの対処として講座内で脚部

の設計方法についての講座を短時間でも設けること

で理解の促進を試みることになりました。

2012年の第19回大会内において第9回ジュニアロ

ボット競技大会が実施されました。

どの受講者も前年同様大変熱心に取り組んでいる

様子が印象的でした。

外来参加者枠の存在が少しずつ浸透して、かつて

の受講者が少しずつ外来参加者として申し込みをす

る例が増えてきました。

一方で新規参加者の年齢が低下してくる傾向が強

く見られ、前回以上にモーターへの電線の接続に混

乱する様子が見られる一方で、チームで協力・相談

しながら取り組む様子も多く見られるようになり、

ベースロボットの内容構成の難しい側面を見ること

になりました。

第9回の実施を受けて、『TYPE-11』に採用されて

いる動力のシステムの特性上、1系統の脚部に1つず

つのギアボックスを配置しているために片側前後の

モーター同士を電線で電気的に連動させなくてはな

らない構造が、多くの受講生たちに修復が困難なト

ラブルを招いている様子が確認されたことで、ベー

スロボットのシステムとしては前後別々に用意され

ているギアボックスを1本化することで歯車という

機械要素をより深く体験するとともに、組み立て時

のトラブルの減少を目指すことになりました。

また、『TYPE-11』では前後の脚部が意図的に遠

く離されたデザインになることで方向転換時の移動

能力が極端に悪くなるという特性を持たせてあり、

受講者による自発的な改造の自然発生的必要性を持
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たせてありましたが、その改善にはかなり難しい課

題もあったため、今回の改善においては比較的簡単

に運動性能の改善に取り組めるように脚部の部品構

成を変更することになりました。こうした、外観的

にはあまり目立ちませんが、内容的にはかなり大規

模に構成を変更して完成したベースロボットシステ

ムは『TYPE-13』と名付けられました。

2013年の第20回大会内において第10回ジュニア

ロボット競技大会が実施されました。

今回は外来参加枠がより多くの方々に知られるよ

うになった様子が分かる良い機会になりました。

全くの初参加で外来参加者が2組申し込みがあり

ました。

また、今回新規投入となった『TYPE-13』は開

発時の想定通り、受講者にとっての歯車を介しての

動作への考察を深める良い機会になった様で、講座

中で多くの受講者が脚部動作に悩んで、解説書を詳

しく見直し、自身がどこを間違ったのか、自力で発

見する例が多かったです。もっとも、焦ってしまっ

た緊張状態の中で、まったく気づくことが出来ない

残念な例もありましたが、こうした体験が、受講者

の中で将来に備えた体験になってくものと信じてい

ます。

一方で、外来参加者枠で参加し、参加経験のある

参加者の中には本格的にモーター等の出力を向上さ

せてモーターシステムの基本ポテンシャルを引き上

げてくる例が安定的に見られるようになってしま

い、ここまで採用してきている電子回路の許容量で

はそろそろ対処しにくい段階に差し掛かっているこ

とをはっきり認識せざるを得なくなってきました。

今後のベースロボットシステムの開発ではこうした

課題点に加え、より一層、初参加の外来参加者の獲

得のための方策、より強く興味を喚起できる効率的

な講座カリキュラムといった、これまでの取り組み

を超えたレベルでの活動を模索していかなければい

けないと痛感しています。

第9回大会

第10回大会
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6.  ジュニアロボット部門：参加者インタビュー
（五十音順）
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上村 重隆さん
平間中学校　工作部顧問

■最近の技術家庭科の授業はどのような感じになっているので
しょうか。
上村さん：技術家庭科自体の時間数が減っています。3年生だと技術家庭科で週に1時間しかない

ので、技術の時間は週に0.5時間しかありません。

■1・2年生のうちはあるのですか。
上村さん：1・2年生のうちは2時間あります。技術は週に1時間ですね。

■クラブ活動は何人規模で行っていらっしゃいますか。
上村さん：今、12人です。1年生が2人、2年生が6人、3年生が4人です。

運動系が苦手な子が入っています。文化部の受け皿があまりないので、吹奏楽とか美術とか工作

しかないです。

■僕らのころには逆に工作部はなくて、うらやましいなあって思うのですが。
上村さん：中学校ってほとんど文科系の部活はないです。僕の前にいらっしゃった早川先生が自

分で出来るものということで作られた部活を、去年僕が来て引き継ぎました。一昨年は2人しか

いなかったのですが、だんだん増えてきました。

■工作部の設立経緯を教えて下さい。
上村さん：やっぱり文化的な活動の子供たちの受け皿が無いことです。

■人数も増えてくると確かに、予算的にもきつくなってきますね。
上村さん：予算的にやっぱりきついです。予算のそもそもの分配がやっぱり運動部に結構偏りが

あるので…

我々の予算というのはロボットコンテストに出るための参加費用であるとか、文化活動発表会が

あるので、それに出すために若干予算がつくくらいです。個人負担になってしまうと結構つらく

なりますね。普段の活動用のちょっとした材料代が出ると嬉しいですよね。

■今年はかわロボジュニアに参加されますか。
上村さん：はい。今年はこれだけいるので、申し込みは4組させてもらっています。

■工作環境は実際にはどうなっていらっしゃいますか。
上村さん：金工木工室を使用しています。

■ボール盤とか糸のこ盤は使えますか。
上村さん：使えると思います。

■それが出来るなら彼らは幸せです。パソコンとかは自由に使える環境はありますか。
上村さん：パソコン室があるので、パソコン室に連れて行ってそこで活動させることが多いで

す。パソコンでいろいろ検索させたりとか、パソコン検定を取ろうかと言いながら活動してい

ます。また、すぐ近くに川崎工科高校がありまして、そこのロボット部に連携したらどうかっ

ていう話もあります。

■そうした外部との連絡や連携ってすごく有効みたいです。学校のクラブ活動としてかわロボの
ジュニア大会に参加いただけている中で、効果みたいなもの、子供たちに何か影響が出ている
ことはありますか。
上村さん：効果は出ています。かわロボジュニアをやりたくて入ってくる子がいます。だんだ

ん工作クラブのメインになってきています。ただそこから中々発展しない現状はありますが。
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■メインの活動になられているのですね。これから先へ夢をつないでもらえるとするとこの子た
ちの進路はどうですか。
上村さん：まだそこまではわかりません。今の3年生が初の子どもたちなんです。この子たちが

どこへ進学するかはこれからです。

■追跡で取材を是非させていただきたいなと思います。
上村さん：子供にどう影響があって例えば将来的なものにつながっているかということのです

ね。ロボットコンテストは一つのきっかけになっていて、そこから僕らが仕掛けることが出来

れば子供はもっとどんどん伸びていくと思います。

■こんなことも分かるようになった、出来るようになったと。
上村さん：そうですね

■ぜひ今年は上位を狙っていただきたいなと思います。
上村さん：そうですね。2年生に結構優秀な子供達が入っているのでおもしろいなと思っていま

す。
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小野 友幹さん
（弟）小野　製也さん　（父）小野　晴伸さん
（母）小野　美智子さん

■参加してみようと思われたきっかけは何ですか？
晴伸さん：最初は息子の友達から話が来ました。

■その友達はどこで見つけたのでしょうか？
美智子さん：中原区の広報紙だと思います。

製也さん：今年小学校に貼ってあるのを初めて見ました。

■いくつの時からかわロボジュニアに参加しましたか？
友幹さん：2009年、4年前です。10歳の時だから小学校5年

生です。

■強かったですよね。君らの時はパンタグラフタイプのロボットを改造してあれだけ早くてすご
いのを作れるようになったじゃないですか。元々のキットからどんどん突き詰めてくれたんだ
なあって感じているのだけど、どのように発想しましたか。　
友幹さん：脚ですよね、僕が初めて参加した時は、パンタグラフタイプの脚に、去年みたいな形

の物がただ先っぽについているだけだったんですよ。モーターだけめちゃくちゃ早いのに変え

て、参加しました。

■あれは早かったよね、モーターであそこまで変わるんですか。意外と走破性も高かったよね。
晴伸さん：最初の年はぎくしゃくしていましたよ。前にしてもバックしちゃうんです。

友幹さん：ゴムを変えたりとか、いろいろ変えてみて、やっと何とか前に進むようにぎりぎり

なって、それで出場しました。

■そうすると工夫するのに時間がかかったんじゃないですか。
晴伸さん：毎回大会の前日は徹夜ですよ。最初の年なんかできあがったのが朝の5時ぐらいだっ

たんじゃないか？

友幹さん：ずっと脚を作っていて、本当に最後の1日くらいでアーム積んだりいろいろやってい

て、1・2日前までは上が何もなくて脚だけだった。

（2012年度のロボットを見せてもらいながら）

■これは素敵ですね。こんなにスピードが出るのに、モーターがミニッツの130モーターを2基積
んでいるだけ、これはもしかしたらかわロボジュニアの中でも1・2を争うエコカーだと思いま
すよ。
晴伸さん：大会はバッテリー1本で持ちます。

■腕の仕掛けが本当によく出来ているけど、こういうのってすぐに分かりましたか。
友幹さん：すぐってほどじゃないですけど、大会までには。

製也さん：お兄ちゃんのロボットは完ぺきに重量系だけど、僕のロボットは出来る限りスピード

を速くする、例えば100円均一で買ってきたものを使ったりして。周りもプラスチックにして。

友幹さん：アルミの30㌢のメジャーを使ったり、100均のね。

製也さん：前についている黒い部分はやすりで削った。

■少しでも薄く、相手のロボットの下に入り込めるようにですね。
友幹さん：地面にガンとやった時のために、こいつにも付けていたんですけど今は外しちゃって

いる。去年付けていると凸凹の下に入っちゃって、上げとかないとささっちゃって動けなくなっ

ちゃう。
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友幹さん：ロボットの脚はおれが全部作りました。お父さんが手伝ってくれなくて、パソコンに

CADぶち込まれて、自分で作れって言われて。

■それは素晴らしいじゃないですか。サーボのところもちゃんとリンク機構構築しているから、
これはお手本になるくらいの良い出来だと思いますよ。友幹さんの中ではしんどかった思い出
になったかもしれないけど。僕らから見るとがんばって乗り越えた素敵なドラマなんだって思
うよ。ところで高校はどうしますか。中学3年生ですよね。
友幹さん：普通科へ

■友幹さんの中学校にはロボット部とか工作部はないですか。
友幹さん：テクノ工作部があります。

■中学校はどこですか。
友幹さん：西中原です。

■最近はかわロボに来てないよね
友幹さん：僕が中学校に入ってからはいなくなった。中学入って同じ学校の違う部のやつでテ

クノ部ぶっ飛ばしてやろうと思ったのに、西中原のテクノ部が来なくなっちゃって、なんだよ

と思って

■友幹さんはテクノ部には入ってないんだ
友幹さん：入ってないです。

■製也さん、小学校ってクラブないんですか。
製也さん：ないかな。

■小学校では話はしないの？趣味の子はいませんか。
製也さん：全然いません。

晴伸さん：もう今はバーチャルで全てが体験できてしまうから、実物をわざわざ作る必要がない

んですよ。与えられたものでもう満足しちゃっている。自分で創意工夫をしようっていう発想が

ないですね。

■今度は弟さんの番ですね。今いくつですか？
製也さん：小学校6年生です。中学からはお父さんの手伝なしで自分一人で改造したいです。

■友幹さんはいつごろから一人で改造しましたか。
友幹さん：中学からですね

晴伸さん：バージョンⅢくらいですから。最初はもうプラスチックだけで作った。

友幹さん：弟が初めて参加した時に最初からこなしていって、おれがまだプラスチック型の脚

だったんですよ、でぼろ負けして、悔しいから、お父さんに作ってよって言ったら、自分で作れ

よって言われて。

■それはお父さんが本当に優しいからだよ。この仕掛けを君の年齢でここまで使いこなす人って
ほとんどいないよ。これは自慢できると思う、かっこいいと思う。
ただ、兄弟対決になると同じスピードだから逃げられてつらくなかったですか。
友幹さん：はい。いつも先に真ん中とらなくちゃと思って真ん中へガサガサって行くと弟が回り

込んでうろちょろうろちょろ、グルグルし始めて、自分は真ん中でグルグルその場で回転してい

るだけになって、結局ちょっと気が抜けたすきに横入られた感じで。

■兄弟で戦い方は違うんだね。
製也さん：僕は守るというよりは、ガンガン攻めている。

■ある意味守りを捨てた方が、守りきれないんだという割り切った方が、常に相手の隙を狙えるっ
ていう臨戦態勢が取りやすいんだよね。最後に将来はどうしようか。ロボットは勉強の役に
立っていますか。
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製也さん：分数とか少しは足しになっている。ロボットの合宿に行った時に役に立っている。

晴伸さん：三角関数だけはちゃんとやっておけと言っているんで。

■算数は得意ですか。
製也さん：はい。

友幹さん：逆に数学しかできない…。

■今ロボットやっているけど、将来は何かやりたいものはありますか。
製也さん：パソコン作ったりとか、車作ったりとか。

■車の中身がほとんどロボットになりはじめちゃったからね。電池とパソコンとモーターがある
と車は走りそうだね。そういうことが出来るかもしれない。ちょっとがんばってみると素敵な
未来が作れそうだから、ぜひがんばって考えてみて下さい。次の機会には未来のお話を聞かせ
てもらえるとうれしいです。



102

鹿島田ファイターズ
（兄）福岡　佑季さん　　（妹）福岡　美歩さん
（父）福岡　厚さん

■参加しようと思った最初のきっかけは何ですか。
佑季さん：川崎市の新聞です。市の広報、町内会で月に1回く

らい配る。ちょっと載っていたのを見つけて。5年前くらいで

すね。

■5年くらい前ということは、参加した初めのころは電子回路を
自分で作ったんじゃないですか。
佑季さん：やりました、半田付けやりました。

■最近はロボットが難しくなってきたので、半田付けはしていな
いですが、どうですか。
佑季さん：基礎としてかなりレベルが上がっていると思います。

■こういうイベントに出てみて、工業の世界に興味を持ってもらえましたか。
佑季さん：（間髪いれずに）それは間違いないです。

■進学とかはどうですか。工業系行きそうですか。
佑季さん：大学は考えています。

■大学をどうするか、考えるきっかけになって嬉しいです。ところで学校の成績を聞いても良い
ですか。
佑季さん：上位をキープしています。

■かわロボジュニアに対して何か希望するところはありますか。
佑季さん：なんかもう習慣化しているので…

美歩さん：普通です。

厚さん：女の子が多かったら良いなとかはないの？

美歩さん：ないです。

■本来ロボットを作るのに性別関係ないですからね。お兄さんがいなくても参加していましたか。
厚さん：去年は兄がいなくても同級生の男の子と出ました。兄の方は去年中学1年で部活が忙し

くって、今年はある程度見えてきたのでやってみようと。

■戻ってきてくれてうれしいよ、ぜひ活躍してね。
佑季さん：がんばります

■ロボット製作をしている話を周りの友達とかに話したりはしないですか。
佑季さん：いや、してないです。関心として、興味こととして、周りにいないですね。学年には

1・2人かな。

■1学年何人くらいですか。
佑季さん：100人くらいです。

■クラブとか部活はないのでしょうか。
佑季さん：ないです。

■文科系は何がありますか。
佑季さん：吹奏楽とコンピューターと美術です。3つしかないです。

■ロボット作りって、地道な努力と学校で習う数学、物理、化学の知識を持っていると組み合わ
せられるんだ。
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厚さん：親から見て我慢強くなりました。

■ありがとうございます。耐えて頑張り続ければ良い結果が必ず待っていると味わってもらえた
らうれしいな。楽しいですか。
佑季さん：楽しいです。

美歩さん：うん。

■最後にお父さんに、この教室を受講されたのは効果があるとご理解いただけたからなのかと思
うのですが、いかがでしょうか。
厚さん：喜んでやっていたから、忍耐強くというか、ただ楽しいからやっているのだと思って。

■忍耐強くなったって言いましたが、おもしろいからですね。楽しんでもらえていますか。
厚さん：それは間違ないです。ありがたいなと思って。

■ありがとうございます。こうした運営について何か御意見がありましたら一言お願いします。
厚さん：ジュニアとしてはよくできていると思います。オープンなのもあったら良いなと思うの

も入っています。もうちょっと時期的に早めに始められると良いなと思います。
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藤澤 泰行さん
川崎市立東橘中学校　パソコン部顧問

藤澤さん：今年は1年生が部活に28人も入りました。

■28人ですか、すごいですね。
藤澤さん：この状況は全然読めなかったですね。ただ、ここはパソコン部なので全員がロボコン

をやるわけではありません。今年、2・3年生20人くらいのうちかわロボジュニアの工作教室に申

し込んだのは5人です。最初顧問になった時には子供たちが何をやっているか分からなかったん

ですよ。コンピューターを黙々といじっているだけで。そんな時にどうしようかと思って、もう

ちょっと外と関わることを増やそうだとか、何か競わせてやることをやろうということで、どん

どん対外的な活動を増やしました。そういった活動の中でロボコンをやってみたい生徒が出てき

て、やってみようかって言ったのが2年前です。

東橘中では今までに2回出ています（2012年度まで）今年は工作教室に5チームが抽選待ちです。

ここから抽選で落ちした子と、1年生で興味を持っている子が結構いるので、チームを組んで一

般参加でやってみようかなと思っています。

2年かけてベースになるロボットが6台資産として持っているので、その資産を活用していこうと

思っています。ただ、その資産が増えていく過程が大変でした。

お金で済むならしょうがないかなと思っています。自分のポリシーとしては子供たちが思ったこ

とが出来るように物だけは揃えてあげようと、その中で子供たちが自由にやれるようにしてあげ

たい、子供たちに「金は出すけど口は出さないからがんばるんだぞ。だけど出している分はしっ

かりやってくれよ」みたいに思っています。

■それがちゃんと伝わるといいですね。
藤澤さん：生徒に言っているのは、運動部でも一緒だけど、練習で出来ないことは試合では出来

ないので、絶対に練習するんだっていうこと、だからギリギリまで作ることは絶対に許さない

し、確実に練習する時間を取らせるということですね。3年生の一人なんかは1年生から始めて3

度目なので「とにかく今年は頑張りたいんだ。去年以上に勝ちたいんだ」という思いを持ってい

る子がいて、去年3位に残った子は「決勝に残りたいんだ」と、そういう思いが、積み重なって

います。

■何かお気づきの点はありませんか。
藤澤さん：中学校でこうした活動していく時に、例えばかわロボだと6月から8月で終わってしま

いますよね。

じゃあ後の期間をどうするか、後の期間の方が長いんですよね。年間通じて子供たちが何か出来

ることがなければ難しいですね。うちの子供たちは普段の活動があってのプラスαの季節活動な

ので、上手く回っていますけど。年間トータルして活動できることが大切です。

■先生がロボットの活動をされるきっかけは。
藤澤さん：ロボフェスタ2001です。

あの時は県から補助金が出たので、市内の3分の1くらいの学校で堀田先生が音頭を取って始め

ました。自分もそれが最初だったかな。

ロボフェスタが終わった後、2・3年は県の人たちと一緒になって活動していました。

実は、僕は基本が柔道なので、前の学校の時はロボットと柔道両方見ていたんです。その後若

い柔道が出来る先生が来たのでロボットだけを見るようになりました。たまたまそういう環境
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で文化部を中心に見られるようになって今の状態がありますが、でもまた次に行ったところで

柔道をみて欲しいと言われれば、そちらを見るかもしれません。ただ、自分の中では両方出来

るのが分かっているので、両方やるかもしれません。

■ありがとうございました。生徒さんにもインタビューさせて下さい。

【一人目】

■この部活に入ろうと思ったきっかけは何でしたか？
生徒：もともと自分はパソコンが好きだったので。

■将来はどんなふうに進みたいと思っていますか。
生徒：ゲームを作りながらロボット関係に、動くゲームを作りたい。でっかいロボットとかも作

りたい。

■ロボットと勉強両立できていますか。
生徒：はい

■どうもありがとうございます。

【二人目】

先生：去年（2012年度かわロボジュニア）3位の子です。

■入部のきっかけって何ですか。
生徒：親に部活変えろって言われて怒られちゃって、もともとテニス部だったんですけど、変え

なきゃいけなくなって、でどうしようってなってた時に、友達が俺らの部活こいよって、入れて

もらって。

■ロボットをやってみた感じとしてはどうですか
生徒：難しいけど、楽しいなと。

■勉強とロボ両立できていますか？
生徒：大丈夫です。

■ロボットと関わって将来、自分がやってみたいことは出てきましたか。学校はこんな方面に行っ
てみようかなとか？
生徒：なるべく機械とか、全然得意じゃないんですけど、行けるならこういう方に少しは関係し

ているところに行ってみたいなと思っています。

■それはうれしいですね。

【三人目】

■（2012年度のロボットをみて）去年は結構頑張っていたよね。
生徒：藤澤先生が作ったものが基です。

■去年もがんばっていたけど、今年はどんな感じになりそうですか。
生徒：今年も工作教室へ行くつもりです。

■ロボットを作ってみた結果、将来の夢とか出てきましたか？
生徒：将来の夢ですか…。将来の夢っていうほどじゃないですが、大人になっても手を出してみ

ようかなというくらいに思っています。

■一生のお勉強の場でもあるので是非それは続けてもらえたらなあと思います。ところで入部の
きっかけは何ですか。
生徒：僕は運動が出来なくって、特技が無かった、それでパソコン部に入りました。

■ロボコンを目指したんじゃなくて、パソコン部に入ったらこっちに来ちゃったみたいな感じ。
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生徒：そうですね。ロボコンに参加しようと思ったのは、母親が参加できるものは皆参加しなさ

いって言うので。

■すごいお母さんだね、実際それでとっても良かったと思うな。ありがとうございました。

【四人目】

■部活に入ったきっかけは何ですか？
生徒：僕はこの部活に入ったのはRPGツクールとかでゲームを作ったり。

■パソコン部の方をメインで考えてたんですね。
生徒：それで友達が最初1年のころにロボコンやって楽しかったよって紹介をしてくれて、それ

でぼくもやりたいなと思って入りました。

■参加してみてどうでしたか。パソコンで動かしているバーチャルなものと実際に動かすのと、
えっ！って思うこと結構ありましたか。それとも思った通りにことが進みましたか。
生徒：パソコンみたいに最初から設定されているわけじゃないから、歯車とかが少し違うだけで

変な方向に動いちゃったりとか

■そういう現実って結構うまくいかないことってあるけど、そういったのを見てがっかりしなかっ
た。
生徒：たいへんだなって

■でも、乗り越えてここまで来ましたよね。
生徒：はい。

■自信とかついていてくれたらうれしいんだけど。
生徒：はい。

■じゃあ学校を卒業して高校とか大学とか就職といった時にどんなことをやっていきたいと思い
ますか。
生徒：高校でロボット研究的な部活があるところに行きたいと思っていて、だから高校行っても

ロボコンをやっていきたい

■楽しみです。
生徒：頑張っていきたいと思います。
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（1）人の役に立つのが「技術」
1995年、阪神淡路大震災が発生しました。前年8

月に第一回大会が開催され、世界初の「歩行型ロ

ボットによる格闘競技大会」の余韻も冷めやらぬ矢

先に起きた未曾有の大災害は、多くの若者たち、技

術者達の将来を大きく左右しました。後に発足する

国際レスキュー機構に集まる初期の研究者の多く

が、この震災を体験した若き技術者であったことは

多くの人が知っている事かと思います。当時「かわ

ロボ」に参加した若手エンジニア達の間でも、自分

達のロボットで出来ることはないのか、という議論

が交わされる事がありました。が、当時一般に普及

していたロボット技術で出来ることは限られ、現地

でのボランティア活動に足を運ぶ中、現在につなが

る「モノ作りに必要な物」とは何なのか。多くの人

が考えていたことでしょう。

そして日本の各地で震災が過去形で語られ始めた

2004年10月、新潟県中越地震が発生しました。

（2）人を支えるものは「人」
有数の豪雪地帯での被災。数字で比較してみる限

り先の震災程の被害はみられなかったように思われ

がちですが、極寒の環境下でのインフラのマヒ、積

雪対策設備の破損によって過酷な除雪作業を人手に

頼らなければならない状況が、被災した人々の肉体

面、精神面共に大きくのしかかっていたのは明らか

でした。復興のためのボランティア活動はもちろん

でしたが、10年続けた「かわロボ」、そしていくつ

かの成果が生まれ始めた初期ロボットベンチャーの

創造物で今度こそ何か出来ることはないか。残念な

がらまだ実用に足る様なロボットは存在しませんで

したが、参加者達と財団のスタッフで相談を重ねた

結果、「子供たちを笑顔にしに行こう」という一つの

結論にたどり着きました。

訪問先は新潟県見附市、諸事情により一日しか現

地に滞在できませんが、その一日で様々なロボット

を使って子供たちに遊んでもらい笑顔を取り戻して

もらおう。子供が笑顔でいられれば大人は頑張れ

る、そのためにロボットを持って行こう。と当時の

参加者達に呼びかけました。まだ余震も続く状況下

だったこともあり現地に行く参加者は厳選せざるを

得ませんでしたが、現地に行けない参加者達がアル

バイト先の店長に許可を取り、段ボール箱一杯の景

品や玩具を届ける、誰からともなく子供たちが自分

で操縦できる様にバトルロボットの安全対策改造を

施す、参加者の知人や実行委員から義捐金をお預か

りする、またある携帯電話事業者からはまだ秘密の

段階にあったTV電話で操縦するロボットの試作品

を持って行くことを快諾いただく等、現地に出発す

る当日の朝まで沢山の方々の協力や支援が集まり続

けました。

（3）「ものづくりは人創り」である
当日は大会参加のバトルロボットをはじめ、小さ

な歩行ロボットや最先端の二足歩行型、楽しく動き

回る動物型ロボット等、十数台のロボットが動きま

わる賑やかな一日になりました。

バトルロボットによるトーナメント戦は大きな歓

声に包まれ、見たこともない技術で動くロボットに

子供達は目を輝かせていました。しかもそれを自ら

の手で動かしている事実は、沢山の子供達から「将

来僕も作る！」という小さな決意を生み出すのには

十分な衝撃を与えた様子でした。また、現地に赴い

た参加者達も子供達に動かし方を教えたり、大人た

7. かわロボと社     会の関わり  
第20回かわさきロボット競技大会実行委員会

実行委員　藤野　裕之

（1）子供たちを笑顔に〜かわロボ出張イベントのはじまり〜
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ちに解りやすい様に説明したりと、慣れないコミュ

ニケーションに四苦八苦しながらも皆、夕方には何

か満たされた表情を浮かべながら帰路についたのが

印象的でした。

子供達の笑顔と「楽しかったよ、ありがとう」と

感謝される気持ち、普段体験することの無い自分達

の作ったロボットで喜んでもらえた事実は、若き技

術者達の中で何か実を結んだのではないだろうか。

ささやかながらも確かな実感を抱き、スタッフも現

地を後にしました。あの日、目を輝かせながら操縦

器を操作していた子供たちの多くは大学生か、早け

れば社会の一線で人のために役立つ仕事をしている

と思います。今度は彼らの力が子供達を笑顔にし、

夢を追いかけていく次の世代にまた…と繰り返され

ていく。ロボット大会を通した「ものづくり」が、

永遠に夢が受け継がれていく「人創り」であって欲

しい。そんな願いを込めながら、これからもロボッ

ト競技大会を通した技術者の育成に取り組み続けて

いきたいと思っています。
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（ア）概要
川崎市の友好都市、中国瀋陽市で開催される中国国際装備製造業博覧会で、今までに2回「瀋陽–川崎ロボッ

ト競技大会」が開催されています。

第20回大会では、瀋陽東北大学を中心としたメンバーが川崎市を来訪し、かわロボに参加しました。

（イ）経過
①川崎市・瀋陽市友好都市提携30周年記念事業　瀋陽–川崎ロボット競技会
●時期 2011年9月1日〜3日

●場所 中国瀋陽市「第10回中国国際装備製造業博覧会」特設ブース

●参加 ［日本側］㈱日の出製作所、神奈川工科大学

［瀋陽側］瀋陽航空航天大学

②日中国交正常化40周年記念事業　日中ロボット競技会
●時期 2012年9月1日〜3日

●場所 中国瀋陽市「第11回中国国際装備製造業博覧会」特設ブース

●参加 ［日本側］㈱日の出製作所、㈱安川電機　他

［瀋陽側］瀋陽東北大学、桜花外語専門学校

（ウ）第20回大会瀋陽チーム参加日程

（2）友好都市中国瀋陽市との技術交流について

日　付

8月22日（木）

8月23日（金）

8月24日（土）

8月25日（日）

8月26日（月）

来日

川崎市経済労働局産業振興部長　表敬訪問

大会実機審査会見学、機体調整

日の出製作所訪問

富士通研究所訪問

大会見学

大会見学

大会特別戦出場

市長との懇談会

川崎・瀋陽工業技術連絡会主催歓迎会

帰国

内　容
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所　属 役　職 名　前

瀋陽市対外科学技術交流中心

東北大学情報学院

東北大学情報学院

東北大学情報学院

東北大学情報学院

東北大学情報学院

副主任

教授

副教授

学生

学生

学生

郭廷昌

趙姝穎

潘　峰

李昕同

郝万鈞

賈　立

Guo Tingchang

Zhao Shuying

Pan Feng

Li Xintong

Hao Wanjun

Jia Li

（エ）参加者

（オ）ロボットの紹介

ロボット名：VORTEX ロボットの紹介

落ち着いて対応する。稼働しない時は巨石ごとく、稼働する時は

旋風ごとくで、しっかりして勝を求める。競技を通じて、自己の

技術レベルを高めることを希望しています。

このロボットのデザインは中華文化の–太極–思想より発想された

もので、稼働しない時は巨石ごとく、稼働する時は旋風ごとく

で、両方とも相互補完する。目標を達成するために、ロボットを

重胴体と伸び縮み式の攻防仕組みに設計した。重いボディはロ

ボット本体を安定させて、対抗能力を高めるためで、伸び縮み仕

組みは縮むことによって、相手に近づき、攻撃出来る、それと同

時に、伸び機構より相手の攻撃を防ぎ、自身を守る。このような

攻防デザインで、静態の状態からすぐ快速攻撃することが出来

る。難しい所は、攻撃と守備の機能が揃えるロボットを作ること

であった。色々検討やシミュレーションを通じて、最終的に現在

のデザインを選定しました。

ロボット名：flash ロボットの紹介

動作がすばしこい、武器が電光より早い、スピードより勝利を収

めたい。こちらの希望としては技術交流より友達を作るというこ

とです。

中国武術といえば「咏春」という宗派があり、高速、高精度な攻

撃を誇っています。Flashのインスピレーションが「咏春」のイ

メージから生まれ、快速と精密制御可能なロボットを目指したも

のです。設計中すごく困惑したのは兵器の製造とスピードアップ

の部分でした。結果として、低重量ボディと回転可能の長式兵器

というデザインですべての問題をうまく解決し、すばしこく、早

い目標を達成しました。

（敬称略）
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（カ）当日の様子
①8月23日　川崎市表敬訪問

②8月23日　㈱日の出製作所訪問

④8月25日　市長懇談会

③8月25日　特別戦
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（1）ロボットミニ見本市とは
「かわロボ」本大会会場では、開催期間中に1階ロ

ビーで製造業の企業をお招きして「ロボットミニ見

本市」を開催しています。専門技術を学び、いずれ

社会の一員としてものづくりの世界で働くことにな

る若者たちに、少しでも多くの接点を早い段階から

持ってもらいたいと願い開催しています。

（2）なぜ製造業関係を集めるのか
世の中のほとんどの若者たちは、その時点で自分

に関係ある、あるいは興味のある対象との接点以外

を持たないまま社会に出てきます。この傾向は最近

特に極端になりつつあり、接点の対象がゲームやホ

ビーのイベント、関係者のみに偏り、自分たちが働

くことになる企業や技術との接点を初めて持つのが

就職フェア等の企業説明会からというパターンが大

多数になってきています。これは学生にとっては非

常に短い期間で“就職”という決断を迫られた状況

下で一瞬の接点でしかなく、それ以降の長い人生を

決めるために充分な理解、交流を得られるケースは

非常に稀であると言えます。「企業も、若者も、接点

を持つ機会があまりにも遅いのではないか。」とい

う思いから、少しでも自分たちのやっていることが

将来につながる意味あるものであるのだと、いち早

く気づくきっかけになればとの願いから、協賛企業

および応援企業の皆さまから当日の出展をお願いし

ています。

「ロボットのケーブルから煙が出るのですが…」、

「それは許容電流が足りない電線を使っているから

だね」といった簡単なアドバイスから、工作機械や

最新の設計技術を目の当たりにし自分たちのロボッ

ト製作に取り入れたいと目を輝かす技術者の卵達の

姿は、近い将来、必ず日本の製造業に大きな力と

なってくれることと信じています。

（3）展示企業が少ないのでは
もちろんすべての協賛企業、団体の皆さまに若者

たちと接する機会を設けて行きたいと思いますが、

会場の制約もある上に、あくまで主役は「大会参加

者」達であり、彼らが心をこめて作ったロボット

で、全力で試合に臨む姿を多くの人々に見ていただ

くことを優先しています。その上で、大会以外でも

交流会や関連イベントなどを通し、一回毎に紹介で

きる企業団体は少ないながらも重要な要素となる物

品や機材を開発、社会に提供している企業の様子を

参加者の目に留めてもらい、「展示していない協賛企

業はどんな所なのだろう。」、「他にはどんな技術があ

るのだろう。」と興味を抱いてもらえる様に働きか

けていきたいと思います。

（4）今後に向けて
今後も継続してロボットミニ見本市は開催したい

と思います。参加者の皆さんは、自分たちの作った

ロボット、その技術に自信を持って企業の皆さんと

接して欲しいと思います。企業団体の皆様にも今ま

で通り、そして今まで以上に若き技術者の卵達に多

くのアドバイスと、社会での技術者の役割、日本の

将来に彼らが期待されているのだと言うことを伝え

てあげて欲しいと思います。

（3）ロボットミニ見本市について
第20回かわさきロボット競技大会実行委員会

実行委員　藤野　裕之



113

（5）ロボットミニ見本市の様子
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「ものづくり登竜門」を目指すかわさきロボット

競技大会において、学生達がその環境をフルに活用

しロボット製作に励むことによって、高い技術力を

駆使できる技術者の卵として成熟し社会に進出して

いくようになることが一つの到達点でした。5年、

10年、15年と積み重ねられていく中で着実に成長

していく若者達を見ていく中であることに気づきます。

それは「就職と同時に大会参加を止める参加者が

多い」というもの。もちろん様々な理由がありまし

たが、一つ大きな要因になっていたのが「学生から

社会人への環境の変化に伴い、製作に必要な機材等

が使える環境がなくなった」という点でした。

これは大会が始まってから数年後には既に発生し

ていた問題で、第10回大会を過ぎた頃には色々な手

段で製作環境を新しく確保しながら参加を再開、あ

るいは続ける若い社会人チームが存在していまし

た。その中でも「集団で製作できる環境」を確保し

た小さなコミュニティを作り出すことに成功した

チームがいくつか誕生している点は、目立たないな

がらも産業界のネットワーク構築につながる大きな

成果だと考えています。

この成果を「小さな派閥」の集まりで終わらせ

ず、大きくつながるネットワークとして育てていき

たいと言う考えからはじまったのが「かわさきロ

ボットサロン」です。

社会人参加者の多くが希望するのはいわゆる「自

由工房」とでも呼べる作業拠点であることは言うま

でもありません。が、残念ながら100％期待に答え

られる環境を整備して提供するためには、時間をか

けて解決しなければならない問題が沢山あります。

それらの解決を並行して行う中、ロボットサロンの

目的として、以下のテーマを掲げスタートすること

となりました。

●かわさきロボット競技大会参加者を中心としたロ

ボット関連技術者の相互交流

●関連技術者の技術力向上

●（将来的に）同様施設のネットワーク化

最初の段階として、足を運んでもらえる場所を川

崎市産業振興会館内に準備し、基本的な工作が行え

る最低限の機材についても用意しました。CNC工

作機械についても、簡易な卓上機ではありますが、

㈱オリジナルマインド様や実行委員長よりご配慮い

ただき、スタートに前後して準備することができま

した。

ただし、ロボットサロン＝工作環境の確保、とい

うことにはならないと考えています。先にも述べた

ように、いくつかのコミュニティが再び交流する

場、あたらしく誕生するコミュニティのスタートを

支援する場として、多くの参加者の意見を聞き、交

流を経験することでサロンは発展していきます。サ

ロン開設直後には年間プロジェクトとして、展示用

の大型「かわロボ君」の製作に挑戦、実際の製作を

通してロボット製作以外の技能を有する工芸系の技

術者との交流を図りました。この時製作したかわロ

ボ君はあちこちの展示会で利用しており、補修と改

良、機能追加を支援者の協力の下で続けています。

また最近では大会参加者からイベント兼用の練習リ

ングに関する意見があり「常設してくれれば、練習

を通して多くのチームと交流できる」という声が多

く寄せられたため、対応すべく検討している段階で

す。また、ここ数年では景気の影響もあるためか若

いエンジニアの進路や再スタートにおける最初の相

談の場として利用される等、試行錯誤の中からも新

しい方向性が見え始めてきました。

今後については、かわさきロボットサロンは大会参加者を

中心としたモノ作りに挑戦する人たちのための「サロン＝社

交の場」を目指していきたいと考えています。閉ざされたコ

ミュニティのための作業室ではなく、多くの参加者や支援し

ている人々の声が横にも、縦にも交差する場でありたいと

願っています。

参加者の皆さん、皆さんは自らの望む形を現実に

創り出す手段を身につけた“技術者”です。一人一

人の力が集まることで、この社会を作り動かすこと

が出来る製造業は成立しています。皆さんは間違い

なく社会を動かす一員なのです、自分達の持つ力に

自信と誇りを持って進んで下さい。そして、同じよ

うに進んでいる仲間や後輩達との交流の場として、

これからどんどんロボットサロンを活用して下さい。

皆さんの力になれる様、サロン運営もより一層の

知恵を絞って発展を推し進めていきたいと思います。

（4）「かわさきロボットサロン」の目指す未来

「かわさきロボットサロン」コーディネイター　藤野　裕之



第二章　20周年記念イベント
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かわさきロボット競技大会では、これまでの20年をまとめ、また、次の20年へのスタートとするため、記念

イベントを開催しました。

イベントでは、かわロボ仕様のロボットによる集団戦〜DODECA BOWL〜や協賛企業による展示、記念講

演・パネルディスカッション、また、これまでかわロボを支えていただいた方への功労者表彰などがおこなわ

れました。

●開催日　2013年12月7日（土）
●場　所　川崎市産業振興会館1階ホール・4階展示場

13：00 【1階ホール】
■挨　拶：第20回かわさきロボット競技大会　佐藤実行委員長
■ロボットミニ見本市 沖電線株式会社・株式会社日の出製作所

双葉電子工業株式会社・松山工業株式会社

1 20周年記念イベントについて

かわさきロボット競技大会集団戦〜DODECA BOWL〜第1部

17：00 【4階展示場】
■挨　拶：公益財団法人川崎市産業振興財団理事長
■記念講演

テーマ：「高専ロボコンと技術者教育」
講　師：福島工業高等専門学校名誉教授　佐東　信司　氏

■パネルディスカッション
テーマ：「かわさきロボット競技大会 20 年のあゆみ〜若手技術者と社会の関わり〜」
コーディネイター：神奈川大学工学部機械工学科教授　山崎　徹　氏
パネリスト：NPO 法人子どもものづくり教育支援事業団代表理事　佐藤　晟　氏

東京エレクトロニツクシステムズ株式会社機械設計部　弓納持　充代　氏
公益財団法人川崎市産業振興財団産業支援部長　櫻井　亨　氏
福島工業高等専門学校名誉教授　佐東　信司　氏

事務局：公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課　塩川　克久　氏

記念講演・パネルディスカッション第2部

19：00 【4階展示場】
■挨　拶：川崎市経済労働局工業振興課長　赤坂　慎一　氏
■集団戦表彰、功労者表彰、過去ロボット展示、協賛企業資料展示

交流会第3部

当日のスケジュール
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参加資格 第1回〜第20回大会仕様のロボットであること。
チーム チームは4機のロボットで編成され、コート上に出場できるのは3機までとする。
補機交代 タイムアウト中に交代可能。  

ルール
●主使者が用意した、重さ約300〜360グラムのアルミ製の正12面体ボールを使用する。
●得点は、ロボットがボールをゴールラインに押しこむとポイントが与えられる。
●相手マシンの攻撃や防御を阻止することが認められる。
●試合中コート上で動作不能になった機体は撤去しない。
●各セット終了後、審判の指示に従い動作不能の機体を処理する。
●バッテリーについては、すべての参加機体について、第20回大会と同様の取り扱いとします。　

競技時間
●1セットが3分間で4セットが行われる。各セットの終了時に3分間の修理時間がある。
●延長の場合、延長セットは2分間とする。

スローイン
●ボールが場外に行った場合、場外に出た場所から再開する。
●ボールは審判が移動する。
●コートの左右にはボールが反射できるように壁を設ける。

タイムアウト
●各チーム、スローイン時に1セット2回までタイムアウトが30秒取ることができる。
●タイムアウト中、補機との交代を認める。

リング仕様
●幅190cm 長570cm
●リング中央にセンターラインを引く
●ゴールラインは端から40cmとする
※リングに障害物を配置する場合もある。

（1）レギュレーション

第1部

かわさきロボット競技大会集団戦〜DODECA BOWL〜
第1部
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さくら荘（RRSTOB）　─さくら荘とペットなまーさです！─

シ・ンデマスやまだ～ん　塾壊惨総戦挙～負けたらお買い上げ～　─申し込み締切日前日に無事チーム結成。─

音速突撃隊　─10年前の連携が今もできれば行ける・・・・筈─

㈱日の出製作所　─社内の機械で制作したロボット達で挑みます。─

立命館大学ロボット技術研究会　─学年がごちゃ混ぜ寄せ鍋チームです─

フリーA

フリーB

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

No.
1
2
3
4

氏名
岩政　恒史
石川　淳一
谷口　冬馬
香西　健太

氏名
廣瀬　貴世
鞆　　悠太
貫井　勇一
野田　雅史

氏名
横溝　忠義
小椚　大介
福吉　裕紀
大西　謙治

氏名
岩谷　弘樹
柳谷　諒一
独古　優美
中島　　慧

氏名
渡辺　一裕
塚本　泰光
藤原加奈子
神田　名緒

氏名
井上　弘基
家代岡雄輔
鈴木　秀崇
北川　裕也

氏名
福地　　翼
角田　修一
森竹　康雄
伊藤　友二

特徴
横回転
クランク
ショートロッド
横回転

特徴
回る
よく回る
すごく回る
回らない

特徴
射程と火力の共存
暴力的な破壊力を持った通り魔
上手く使えば最良の機体
耐久性と引き換えにいろいろ手に入れた

特徴
決勝トーナメントベスト24（※操縦者は違います）
シールド回転で突撃します
ペガサスをモチーフにしたかわいらしいデザインです
上から落として回します

特徴
クランク
ロングロッド
ミドルロッド
ブレード

特徴
小型機なのでフィールドを動き回ります!!
長いアームで相手と戦いたいと思います。
鎌で捻り取ります
4人の痣を持ったかわロボ戦士が集まる時奇跡が起きる！

特徴

機体名
鎬
稲
霰

　　　
機体名
M@ANGO
神楽
団地妻20執念
Φ成

機体名
ティラノイド
ブレイドー
ホバーレイド
エクソリオン

機体名
筏葛
THOROUGHBRED
PEGASUS
梔子

機体名
蕪
鯰
蜷
眼

機体名
黒姫　DUCHES
流星雨SHOOTINGSTAR
うぃんどみる
アストロ北川

機体名
串団子
椛（もみじ）
カンタンク
龍一槍　改

（2）参加チーム
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（3）当日の様子
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1．高専ロボコンの経緯

ロボコンは1988年に「アイデア対決高専ロボッ

トコンテスト」（通称：高専ロボコン）としてスター

トし、高専連合会・NHK・NHKエンタープライズ

が主催し、今年でロボコン誕生26年目を迎えた。高

専は設立51年を迎え、その歴史の半分を継続してい

るイベントである。一般市民には「高専＝ロボコ

ン」の印象を強く与え、高専ロボコンは市民権を得

たイベントとして定着し、世界のロボコン大会の

ルーツと言っても過言ではない。

ロボコンの目的は全国の高専生が、与えられた競

技課題の中で満足させるアイデアを企画し、アイデ

アを実現させるため創造力と技術力を発揮し、ロ

ボットを完成させて競技する大会である。教育の意

義としては「自らの頭で考え、自らの手でロボット

を作る」ことの面白さを体験し、自由に発想するこ

との大切さ、ものづくりの素晴らしさを学生間で共

有することである。特に、最も優れたアイデアと技

術力を兼ね備えたロボットに贈られる“ロボコン大

賞”を目指して、学生が技術力向上に励む姿勢は、

技術者教育に適していると考えられる。

最近ではASIMOの発展によって、2足歩行ロボッ

トの進化が促進され、高専ロボコンでも2足歩行ロ

ボットを活用した課題を提案し、現在では、ほぼ全

高専で2足歩行ロボットを構築することができるよ

うになった。これは、全高専の技術力を一定水準ま

で向上させることができ、教育イベントとしての技

術者教育の効果は得られている。

2．25年間における競技課題の推移

第1回大会は1988年8月に12高専が参加してNHK

スタジオで開催され、乾電池2個で体重60kg以上の

人を乗せて35メートルのコースを走行するタイム

レースで反響は大きかった。これまでの26年間の競

技課題を表1に示す。第2回大会は20高専に増え、

横浜そごうで開催された。第3回大会から国公私立

の全高専62校が参加し、第4回大会から両国国技館

で秋に開催されるようになり、この年は全国大会に

第2部

記念講演
第2部

高専ロボコンと技術者教育
福島工業高等専門学校　佐東信司

（高専ロボコン競技専門委員）

回

1
2
3
4
5
6
7
8
9

乾電池カー・スピードレース
オクトパスフットボール
ニュートロンスター
ホットタワー
ミステリーサークル
ステップダンス
スペースフライヤー
ドリームタワー
テクノカウボーイ

競技課題名 回

10
11
12
13
14
15
16
17
18

開花蝶来
生命上陸
ジャンプ・トゥー・ザ・ヒューチャー
ミレニアムメッセージ
HAPPY BIRTHDAY 39
プロジェクトBOX
鼎（KANAE）
マーズラッシュ
大運動会

競技課題名 回

19
20
21
22
23
24
25
26

ふるさと自慢特急便
風林火山　ロボット騎馬戦
ROBO-EVOLUTION　生命大進化
DANCIN' COUPLE　ダンシン・カップル
激走！ ロボ力車
ロボ・ボウル
ベスト・ペット
SHALL WE JUMP !

競技課題名

表1．26年間の高等専門学校アイデア対決ロボットコンテストの競技課題一覧

経歴：1970年東京理科大学物理学科卒業、1979年東京大学工学部助手、1997年東京大学大学院工学系研究科講師、2001年福島工
業高等専門学校副校長、2005年高専ロボコン競技専門委員（現）、2009年日本学術振興協会第133委員会副委員長（現）、2011年
福島工業高等専門学校名誉教授（現：特命教授）、2011年長岡技術科学大学学長特命アドバイザー（現）、東京理科大学講師（現）
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インドネシアからの参加もあった。第6回大会から

地区大会62校、国技館で行われる全国大会には24

校が参加した。2004年の第17回大会からは新設沖

縄高専が加わり、地区大会63校、全国大会25校参

加で現在に至っている。第5回大会から競技課題に

最も合致したロボットに特別賞が設けられ、さらに

第12回大会からはアイデアと機能に優れたロボット

に「ロボコン大賞」が授与されるようになり、最も

優れた賞として各チームが競い合い、技能の向上が

図られた。

競技内容では、規定時間内でのタイム競技が殆ど

であるが、物を投げる飛ばす競技が9件、ボールを

用いた競技が8件、2足歩行が6件、箱を活用した競

技が3件、ジャンプする競技が3件で、その年に相応

しい競技内容で課題を設定した（件数は重複あり）。

また、全国大会にはASIMOが登場し、観客や学

生に最先端技術を披露し、日本のものづくり技術者

の成果を披露している。そのような中、第21回から

6年連続で2足歩行ロボットを活用した競技が行わ

れ、ロボットと人間とのコラボレーションが観客に

近親感と感動を与えている。図1は第22回「DANC-

IN’COUPLE」全国大会の開会式で、自動ロボッ

トを入場式で披露した写真である。この競技は2足

歩行の手動ロボットがフィールドで待つ自動ロボッ

トにオリジナルのプレゼントを手渡し、カップルと

なってダンスを繰り広げ、2台のロボットが協力し

てジャンプやスピン、リフトなど華麗な技に挑戦

し、幾種ものロボット動作を兼ね備えることが必須

となり、技術者教育には高いハードルであったが、

学生は見事に乗り越えてくれた。

3．ロボコンによる技術者教育

全高専でロボコンに参加している学生の教育効果

について2007年に調査し、参加学生855名から回答

を得た。ロボコンは電気系学生が52％、機械系が

34％で、携わった学年は82％が1年生の時であり、

ロボコンに夢を抱いて入学する学生が多いことを示

している。また、ロボコンへの参加の“きっかけ”

は79％の学生が自ら志願しており、意欲的に取組む

姿勢がわかる。ロボコンによる教育的効果は表2の

ように①専門知識の向上、②ものづくり知識の向

上、③技術力の向上は90％以上の学生が自ら実感し

ており、④問題解決力の向上、⑤仲間との協調力に

ついても80％以上の学生が向上したと自覚してい

る。ものづくり実践教育としては優れた教育効果が

得られており、これも多くの市民が会場やテレビ放

映で観戦してくれることが、学生の意欲向上の

“きっかけ”となっている。

また、ロボコンで“得た能力”を3項目選択させ

た結果、①創造力336人、②工夫する力（応用力）

277人、③責任感268人であり、創造力を生かして

工夫しながらロボット製作を行い、グループ作業で

の責任感を十分に味わいながら日々成長しているこ

とが理解できた。また、教員の評価も同様であった

が、アイデアを工夫する力は十分に兼ね備えてきて

おり、更に問題解決力の重複でロボットづくりの教

育的効果が現れてきていると理解している。

学生はロボットづくりの技能向上を図るため、オ

フシーズンは自ら課題と達成目標を掲げ、競技会を

実施するなどの努力を重ね、次年度へ向けたロボッ

図1．「DANCIN’COUPLE」全国大会の開会式

表2.ロボコンの教育的効果
評価項目

①専門知識の向上
②ものづくり知識の向上
③技術力の向上
④問題解決力の向上
⑤仲間との協調力

92%
95　
94　
85　
82　

学生評価
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トづくりのPDCA（Plan-Do-Check-Action）サイク

ルを考えた取組を行っている。特に、高専間の技術

交流、東北地区ロボット技術者交流会、関東地区の

交流ロボコン、全国ロボコン交流会等での学生交流

が活発に行われるようになってきており、2足歩行

技術の向上などもその一例である。

4．今後のロボコンの展望

鉄腕アトム、ASIMOは人々に感動と夢を与え、

学生の未知へのものづくり挑戦の礎ともなってき

た。高専ロボコンに興味を抱いて入学する学生も多

く、全国大会で優勝すると入学希望者が増加する傾

向もある。2003年に映画「ロボコン」が公開され、

子供達に夢を与える日本の文化・財産になっている

と言っても過言ではない。

ロボット作りの精神を忘れずに、今後もものづく

りを継続し、創造性豊かな夢を叶える技術立国日本

を維持することが必要である。そのためにも、若者

の優れた技術を伝承して発展させる環境作りが重要

である。

最後に、東日本大震災に伴う福島第一原発災害復

興においてもロボットの出番が遅しと待ちわびてい

る。ロボット技術者育成は国家的人材育成の1つで

もあり、皆さんへの期待が多大である。
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山崎コーディネイター

みなさま、こん

にちは。

本日のパネルディ

スカッションのコー

ディネイターを努め

させていただきま

す、神奈川大学の

山崎です。よろしくお願いします。

今年でかわロボが20年ということで、現在、事業

実行委員会を立ち上げ、これまで、さらにはこれか

らの20年を考えさせていただいている所です。

今日は、これまでの20年を振り返ると共に、あと

は先程の佐東先生のお話にもありますように、技術

者の育成。若者の発信。若者にとっては勝手にやっ

てくれよというところもあるかもしれませんが、大

人の支援。特にこの20年を支えてくれた川崎市産業

振興財団の方々の思いっていうのを若者にも聞いて

もらいたいということです。

今回、パネリストの皆様にはわかりにくいですが

サトウ先生がお二人いらっしゃいます。字は違うの

ですが、皆さん御存知のサトウ先生の方は、実行委

員長、または晟先生と呼ばせていただきたいと思い

ます。

私は機械工学科の教員なのですが、私自身は振動

屋をやっております。ただ、もちろんロボットと言

うのは夢においても非常に素晴らしいものだと思っ

ています。

今年の8月初めて、かわロボを拝見させていただ

きました。更には、今日のデモを見て、相当な衝撃

を受けました。すごいなと。こういうことが出来る

人は、会社ではバリバリだなと強く思っています。

そこでまた大人の社会なのですが、じゃぁ本当に

バリバリやっていけるところをなにが支援できるか

なということを今日、これからのかわロボというこ

とで考えさせていただきたいと思います。是非、会

場の若い人から意見があれば発言してもらい、我々

も皆様方に何が支援できるか。ロボットのみなら

ず、何が出来るか引き続き今年も考えていくという

ことになっておりますので、是非意見を聞かせてい

ただければと思います。

それでは、まずはこれまでの20年ということで振

り返っていただきたいと思います。

皆様のお手元に20年の歩みというのがあると思い

ます。

最初は、かわロボの第1回について、きっかけな

どを含めまして財団の櫻井さんのほうからお話しい

ただければと思います。

櫻井

はい。櫻井でございます。第1回大会から、本当

に20年もこの大会が続くとは思わなかったです。こ

の大会企画のきっかけは1992年の22年前になりま

す。ちょうど1990年代というのはバルブ期の花盛り

のころでございます。そのころ、当財団では経営者

の研究会を開催しておりまして、その中の研究会で

ある経営者の方から、「実はうちの社員がやめてし

第2部

パネルディスカッション
第2部

かわさきロボット競技大会20年のあゆみ〜若手技術者と社会の関わり
テーマ

出席者

●コーディネイター：神奈川大学工学部機械工学科教授　山崎　徹　氏
●パネリスト： NPO法人子どもものづくり教育支援事業団代表理事　佐藤　晟　氏（大会実行委員長）

東京エレクトロニツクシステムズ株式会社機械設計部　弓納持　充代　氏（1回大会から
参加。過去最多優勝チーム）
公益財団法人川崎市産業振興財団産業支援部長　櫻井　亨　氏（第1回大会企画・運営担当）
福島工業高等専門学校名誉教授　佐東　信司　氏

●事務局： 公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課　塩川　克久　氏
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まって困るのだ」

という話を伺っ

て、なんで辞めて

しまうのかを聞く

と、「自分たちが

作った物が、大き

な声で自分が作っ

たということを言えないのですよ」と伺って、しか

も3Kや4Kや5K職場という今では死語になっていま

すが、Kとはものづくりの現場は暗い・カッコ悪い

と揶揄されていて、「私達のものづくりの職場から若

い子がいなくなってしまう」というお話を聞きました。

その当時、佐藤晟先生をコーディネイターとして

ロボット技術研究会を開催していました。先生が覚

えていらっしゃるかわからないですが、「先生、技術

を見える形でPRできる形はなにか良い方法はあり

ませんかねぇ」と言うと、先生は「そりゃぁロボッ

トでバトルでしょう」という話になって、結局は代

理戦争ではないですが、作ったロボットが強いロ

ボット＝技術力No.1として俺達が作ったのだ。と強

く言えるじゃないか。ということから、かわロボで

はものづくり、特に中小企業が作ったロボットが

戦って、何でそのロボットがそんなに強かったの

か。そんな技術を持っていたのかというのを、世に

知ってもらい、そこにいらっしゃるエンジニアの方

に、スポットライトが一本でも当たれば、『あぁいう

人になりたいな。』っていう人が一人でもでたらい

いですね。」と、当時、佐藤先生と話していていま

した。ロボットでバトルするってことで、周りから

大丈夫か。という声もありましたが、実はこんな

きっかけからスタートしました。

本当は1992年に企画して、1993年にスタートで

きるつもりでいたのですが、予算がつきませんでし

た。しかし、KSPで行われた、ロボパークin KSP

というイベントがあったときに、KSPから「川崎

の方ではロボットの勉強や研究している中小企業の

人たちがたくさんいるね。そこでロボットを1台出

して下さい」という言うお話をいただいて、そこで

神輿ロボットを作ろうとなり、4台のロボットで神

輿を担ぐロボットを企画しました。ロボットが

“ワッショイワッショイ”と言いながら、酒樽を

乗っけて電飾をピカピカさせた神輿ロボットを、ロ

ボット開発研究会のメンバーの人たちが夜な夜な集

まってきて作ったのですね。この様子を見て川崎に

はすごい人たちがいっぱいいるのだと実感して、翌

年、必ずロボット大会をやろうと思いを持ち、周囲

を説得して、第1回目を企画し、たまたま市政70周

年記念事業に取り上げられました。その時、佐藤先

生にロボットの試作をしていただき、持ち込み、市

長の記者会見に出席したのですが、市長自らが俺こ

そがロボットだ。とどう取っていいかわからない

ギャグを飛ばしていたことを憶えています。

実はこんなことからかわロボというのは、ロボッ

トのエンジニアの人の力を世に示していただける場

にしたいと、開催した大会でございます。

山崎コーディネイター

どうもありがとうございました。20年というと今

いらっしゃる学生さんとか若い方、20歳になってい

ない方もいらっしゃると思います。20歳以下の方、

挙手をお願いします。

最初は神輿ロボットだったということを勉強して

いただければと思います。

続きまして、今の桜井さんの話の中にもございま

したが、晟先生の方は第1回からこの大会を御指導

いただいていると言うことで、先生から開催の経過

や別視点のコメントをいただければと思います。よ

ろしくお願いします。

佐藤

私の研究テーマ

は、ヒューマノイ

ド型のロボットで、

あれは1968年く

らいから世界では

じめて最初にその

テーマに取り組ん

だ時に研究発表等に行くと、「不可能だ、止めろ、な

んでこんなことやるの。」とか言われた時代でした。

ロボットという名前を使えなかったですね。人工の

脚〜というテーマで隠れてやったものでした。

それで1993年の時に財団のほうからロボコンを

やりたい、その時、全日本ロボット相撲大会という

のがロボコンブームであって、同じ大学の先生が仕

切っていたのですよね。で、ロボコンをやりたいと

いう時に、僕は人間の歩行ロボットをやっていまし

たから、車輪で突っ走るというのは…ということ

で、脚構造を持つロボットで競技会ですからね、い
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ろんな競技会があるのですが、一対一のガチンコ勝

負をやったら面白いじゃないか。と、これは人間の

本能ですから、本能を刺激するような競技会がいい

じゃないかと、これがかわロボの始まりでした。

それ以降、ロボットは色々進みましたけど、先程

の福島の原発事故の時にロボットが要求されて、

元々はあぁいう危険なところでは、ロボットがコン

トロールしメンテナンスするというのが設計の基本

理論なのです。だけど日本の場合はそこの所をぽっ

と外して、危険な所に行って稼ぐというとてつもな

いことをやってしまったのですけど、日立が最初に

発電所を作った時は、ちゃんとメンテナンスロボッ

トを作りました。あの時にはおそらく50億円近くか

けて作っていたのですよね。だけど、ふっと気がつ

いたら、そのロボットはお蔵入りだよと言っていま

したから、嘆かわしかったのですけど…。

かわロボはここまで20年間で進化してきて、あぁ

いう所に使えるはずですよね。そんな感じでロボッ

ト競技会ということで、行政ってこう公的機関で実

施していますから、難しいですから、たぶん市や

町、行政が主催するロボコンってないと思うのです。

とにかく、みなさん一生懸命やってもらって、見

て、参加すれば、面白い、潰れるのは切なかったと

記憶していますね。僕もそういう感じで出来るだけ

のことをやりました。

高専ロボコンのほうも21回だったかな、森政弘先

生も、そろそろ二足歩行とか難しい方へ転換したら

どうか、と言われていましたけど、まだ実は二足歩

行ロボットは未完成ですね。ま、かわロボの場合は

メカの所が非常に重視していますし、メカのところ

は歴史にあるように色々変化してきているのですけ

ど、基本的にあの構造で二足歩行はできない。もち

ろん歩行理論というのはあるのですけど、実は歩行

理論っていうのはまだ学会的には確立していません

ね。でも、人間兵器ではあるのです。多分その辺り

がさらに進化するだろうと、そのベースになる所に

かわロボがある気がしますね。

山崎コーディネイター

どうもありがとうございます。二足歩行型であぁ

いう壮絶なバトル部門が近い内にかわロボで出来る

のですかね。どうですか。若者たち。

いま、この20年、企画、実施している方々にコメ

ントをいただきましたが、もうひと方、第一回から

御参加いただいてきまして、先程御紹介もした、優

勝回数が最多と言う弓納持様のほうからお話をいた

だきたいと思います。若者へのメッセージも入れて

いただければ最高です。

よろしくお願いします。

弓納持

弓納持と申しま

す。最近、さっぱり

勝てなくなったので

あれですけど、昔、

第1回かわロボが

あって、その時、私は

入社4年目くらいで

機械設計をやっていて、川崎市でこんな面白そうな

大会があるよ、と会社の社内報を作っている方から

ネタになるから出てみてくれ。と言われ、それで出

場したのがきっかけです。

これに参加したことで、役に立ったことを言って

くれと言われているのですけど、とにかく第一回目

の大会はものすごく注目されていた大会だったので

すね。たまたまそこで優勝してしまったのですか

ら、だいぶ僕の人生も変わったのかなぁと思います

けど、第一回の大会で、朝日新聞の一面にロボット

が戦っているシーンが掲載され、あらゆるメディア

が歩くロボットがバトルをする。それは世界初だ。

と言うことで、非常に注目された大会でして、私も

いろんなインタビューやテレビに出たりしました。

逆に一回目優勝してしまったものですから、二回目

もがんばらないといけないなと勉強しまして、仕事

も機械設計ですし役に立つだろうと、いろんな機構

を勉強しました。当時、歩くロボットというものは

参考にするものがなかった。今では二足歩行や、か

わロボであればいろんなパターンの機構がインター

ネットで判るようになっていますけど、自分でいろ

んな文献を調べたり、実際に三次元CADなんかな

かった時代ですから、紙で作ってクルクル回してみ

たり、第1回目の大会でいろんな人のロボットをみ

て、あれは素晴らしいなぁ、あれはすごいなぁと、

僕のロボットが奥の部屋に展示してあるのですが、

あれはひどいもので、当時たまたまエレベーターの

設計をしていたので、エレベーターのドアの機構を

利用して開くといった、歩行機構と言うのには恥ず

かしいものなのですけど。
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第1回大会から人間の脚みたいに歩くロボットも

出ていまして、それを研究して、更に歩行大会なの

で良いロボットを作ってやろうと、第2回大会ロ

ボットを作っています。その第2回、第3回のロボッ

トも飾ってあるので是非見てもらいたいのですけ

ど、動物という動きに近くなったかなと思います。

そういったことで、ロボットの設計も今では高度で

ある、ということで仕事の機械設計の部隊を取り持

つようになって、仕事を自分で取ってこなければい

けないのですが、そうした時に、これから新しい開

発があるのです。と、色々探して、ロボットの開発

ができるような人に、是非設計して欲しいと依頼が

結構ありまして、ロボットができるなら総合力が高

いだろうと、世の中の方がそういう認識をしてくれ

ていて、設計をしたということもあります。

明日、TBSで夢の扉という番組があるのですが、

そこで手が不自由な方のためのロボットアームを開

発している方がいまして、そのロボット設計のお手

伝いをしたということです。ロボットをやっている

ことで、更に新しい仕事が入ってくるというもあり

ますし、好きなロボットの設計が仕事になれば皆さ

んも嬉しいかなと思いますので、夢のある仕事がで

きることがあるのじゃないかな。と思います。

山崎コーディネイター

ありがとうございます。趣味と実が上手く融合し

ている理想的なお話なのかなと思いながら、更に私

自身は振動屋なのである意味地味、でもいわゆる大

手企業さん、メーカさんがすべて振動の部署がある

ところでやっているのですけど、新聞に取り上げら

れるのも数回で反響なし。でも、みなさん、ロボッ

ト関係の人たちはいいですよね。

やはり弓納持さんもおっしゃったように、花型で

ある一方、本当にロボットが役に立っているのか、

もちろん国がお金を使ってロボットを作っていこう

となっています。ある意味、なんか夢が夢のまま終

わる可能性もありますが、先程お話にありましたよ

うに、ひとつロボットというと総合力ですかね。加

工から、いわゆる町工場的なことですけど、すべて

使ってやっていますね。その中に、高校時代の数

学、物理、そんなのが入っているのですね。

その中で、佐東先生の高専ロボコンの話を聞い

て、逆にそのロボットが縁遠い話から、質問を一回

投げかけさせていただいた上で、先程の御講演を含

めて、もう少し教育面、今後の若者へのメッセージ

みたいな形でコメントいただければとおもいます。

私の質問はどういうことかと言うと、先生の所の高

専に入ってきて、別にロボット好きじゃなくて入っ

てきている人がいると思うのです。そういう人達

も、やらされるのか。あるいは、やっていって楽し

くなるのか。そこら辺のロボットに縁遠い学生たち

がどうされているのか、聞きたいなとおもいます。

佐東

はい。ロボット

に興味ある学生た

ちは、やはりロ

ボット作りをした

いと考えて高専に

来ますが、機械工

学科にしても他の

学科にしても、ものづくりは全部の学科でやってお

ります。

例えば、一般的な電気と機械を使ったものづくり

とは縁遠い化学系の物質工学科でも、ものづくりは

分かる方が良いと言うことで、ライントレーサー等

で、電気の回路を取り入れて、今、教育をしていま

す。教育の幅を広げることで、学科横断型のものづ

くりをやっている。ものづくりを真面目にやってい

くとみんな疲れてしまうので、興味を持たせるよう

に楽しみながらやらせると、結構放課後にも実習工

場に来て、技術職人をつかまえて工作しています。

やはりものづくりは、楽しみながら、自分が率先

して行いたいと行動できる環境作りをし、押し付け

がましい教育ではなことが重要です。

今、他高専においては学科を全部取っ払って単学

科コース制にし、基礎教育として学ぶことが広まり

つつあり、横断的な教育が必要となってきていま

す。社会に出てからも、かなり役に立つ教育と思っ

ています。是非、色んな所で心がけて頂いて、嫌い

だからやらないということではなく、楽しいことが

できるようにしてあげることです。福島高専、他高

専でもものづくりした実物を多くの人たちに見せて

あげること、作製したロボットに関しては年間10回

程度いろんなイベントで学校に展示したり、小中学

校への出前授業などで公開しています。自分の作っ

たものを人の前で発表できるというのは、学生に

とって非常に楽しいことです。例えば、自分の母校
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に行って、作品を公開すると嬉しいですね。そうい

ういろんなイベントを作ってあげて、学生を褒めて

あげると100％お世辞だと思っていても嬉しいもの

です。学生にとって楽しみながら、前向きになれる

進めることをやってあげることが重要だと思いま

す。

山崎コーディネイター

ありがとうございます。先程のPDCAの教育、更

には今おっしゃられた一学部一学科のような、すべ

て基本的なものはシェアしようと言うことは、うち

も考えていくところであります。そういう所で、高

専も大学も少し違いはあるのでしょうけど、思って

いるところは一緒です。しかしながら、我々の場合

はロボットだけではということもあるのですが、高

専の場合はもう少し若いということで、ロボット作

りというのがものづくりの代表としてやられている

ということでよろしいですよね。

佐東

高専でロボット作りをしているのは限られた学生

で、カリキュラムにある専門性に合った一般的なも

のづくりをやっている方が多いです。

山崎コーディネイター

はい。ありがとうございます。

続きましては、これから少し堅い話をしていくの

ですが、これまでの20年というのは、こういう大人

の思い、そして参加されてきた方の喜びの中、苦し

みの中、悲しみの中、一番は楽しさが多かった所だ

と思います。今特に参加されていた方達が、かなり

多く会社の方に入られていると。もちろんロボット

をやってない学生も、会社に入るわけですが、その

一方で、最近は就職のほうが上向きだなと思いき

や、やはり量より質ということで10年ほど前の日本

と違って、これからの若者は就職等も大変になって

くると、そういう中で、これだけの熱い気持ちとあ

れだけの技術力をもった大会をやられていて、そう

いう中で、我々大人側がこのロボット大会に参加さ

れる方々を、おこがましい言い方ですが、更に支援

できるのかという方向性で、会場を含めまして議論

できればなと思っています。

先程申しましたように、我々は今、20周年の事業

実行委員会を開催しており、これまでに4回程意見

交換等をしてまいりました。その委員の中には、先

程、富士山の写真を取られた岩社長も委員に加わっ

ておりますが、

岩様は会社の社

長さん。すなわ

ち、社員を雇う

側。我々教員

は、社員にして

もらう側。皆さ

んは、社員になる側。そういう当事者と受け入れ

側、送り出し側、三者があるわけですが、その委員

会の中で色々な意見交換をしてまいりました。簡単

に一つ申し上げますと、これは日本全体含めてです

けど、いま就職で一番重要なのは、コミュニケー

ション能力だと言うことであります。私の所にも学

生が、研究室に24人くらいいます。うちは今年の学

生は、すぐに就職が決まりました。一方、うちの隣

のロボットの研究室では喋れない子がいると、就職

が難しいと。

皆さんはどうだか知りませんけど、その中で、ど

ういう試みができるかなと言ったことで、なにかコ

ミュニケーションというキーワードでお話いただけ

ればと思うのですけど、塩川さん、いかがですかね。

塩川

あの私もコミュニケーション能力があまり高くな

いのですけれど、みなさんにお配りしたオレンジ色

の資料を開いていただくと細かい字で年表が書いて

あります。

開いていただいた右側に2005年に新潟県の中越

沖地震の被災者支援というのがあります。

私は直接担当ではなかったのですが、聞いた話に

よると、おそらく新潟の子供も落ち込んでいるの

で、励ましに行こうと言うことを、参加チームから

提案があった。何人か集まって、泊まり込みで行っ

てですね、先程の競技のようなデモンストレーショ

ンを見せてあげたと。私が担当になって一番よく

思ったのは、このロボットのどこがすごいの。と聞

くと、あまり参加チームが答えてくれなかったので

すが、こういうイベントでは子供に対して、面白さ

を教えてあげていると。なんだ、できるなぁと思っ

たところです。その後、2005年5月、愛知万博にで

たり、2006年に連連連つなごう川崎というイベント

に出たり、横浜から呼ばれてデモにいったり、参加

チームがちゃんと自分たちで企画をして、お客さん

に見せる。判るように伝えるにはどうしたらいいか
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と言うのを、自分たちで考えだしています。私も今

まで無口の子が多くて困ったなと思ったのですが、

実はそういうのができるのだな。と、こういう機会

を通して、ちゃんとコミュニケーションが図れるの

だなというのを、気がついてですね、毎年こういう

のを5，6回やっていますね。

山崎コーディネイター

ありがとうございます。佐東先生の所でも、市民

向けに作って、市民に公表すると、更には新聞に取

り上げられると、コミュニケーションがあれば強い。

佐東

やはりコミュニケーション能力は、私が行ってい

るものづくり教育でも重要です。例えば、就職する

ときに学校生活で何が印象に残っていますか？と質

問されると、文化祭などを言う学生が多くいます。

そういう時に、ものづくりと言えるような学生を育

てたいと思って教育して来ました。そのためには、

学生に発表する機会をたくさん設けることです。福

島高専では、私が教務主事の時に2年生にミニ研究

という科目を作りました。それは、入学して2年目

になると、心が緩んできたりするので、嫌いなもの

をやらせようとしても無理なのです。そのため、好

きで楽しいものを研究させようと「ミニ研究」を導

入しました。課題は、自分の趣味でも、文学でも、

専門のとこでも何でもいいです。私は趣味の領域に

料理の項目を入れたのですが、だれも料理をやりま

せんでした。そのため、定年の年に料理の課題で

“食材からものづくりをしよう”とキュウリ1本でど

れだけの飾り物を作れるかを行いました。また、海

苔巻きでパンダなどの飾り巻きを作りました。これ

は生涯教育の一つにもなります。そうすると、学生

たちも喜んで作り、発表会の時にはいろんな人が興

味を持って質問してくれますので、学生の専門外で

人と触れ合う教育になっております。また、機械工

学科の3年生の時には、市民に役立つものづくりの

発表を公開で行います。4年生の時には、インター

ンシップで行ったことを3年生〜5年生の前で発表さ

せ、5年生は卒業研究の発表を行います。また、低

学年にも発表を評価させます。そういった機会をど

んどん作ってあげれば、自然としゃべれるようにな

るし、そういった時に司会を一番無口な子に頼むと

喜んでやるのです。そういう子は、自分にチャンス

が来たて思って喜んでやってくれるのです。そうい

う風に心配りして、喋らない子にしゃべる機会を周

りから作ってあげる。そのようにすると、非常に良

くなると思います。

山崎コーディネイター

先程のNHKの最初はロボット単体だったが、だ

んだん人間が絡んでくると。人間との協調という話

になってきて、今かわロボは人間があまり相似はし

ていますけど関わってないと…

佐藤

かわロボを含めてですね、エンジニアというの

は、だいたい無口ですね。僕もそうですけど、やっ

ぱりその世界にはいっちゃうと、一般の人にアピー

ルすることにあまり興味を持たない。

とにかく性能がアップすればいい、相手に勝てれ

ばいい。とこんな形でやるのです。

そして競技会でステージに上がった時に、ロボッ

トが主張をしているのです。俺はこれができるのだ

よって。だって中で操縦している人は、マシンを通

してパフォーマンスというか、アクション、コミュ

ニケーションをしていると僕は思っているのです。

でも、もちろん、かわロボにも人がいるのです。そ

ういう意味では、普通に考えられているロボット

と、かわロボは、ロボットの種類で言えば、人が最

初に操縦するタイプのロボットですね。究極に言え

ば、人工知能を持ったハイテクのロボットもありま

すけど、7種類くらいあって、最初のレベルのロ

ボットですね。

コミュニケーションはしているのですが、下手だ

と言われるだけだと思うのです。

だけど僕は、あそこでこう勝つことを含めて、す

ごくコミュニケーションをしている気がして、逆に

言うと、コミュニケーション能力がいるよと企業側

が要求するのは、ロボットを侮辱してるのじゃない

かと気がするのです。変な話ね。

力はあるわけですから、それをコミュニケーショ

ン能力がないから十点から一点や二点差し引く、確

かに今生きていくには必要なことかも知れないけれ

ど、ロボットの時代になったら、それはあまり必要

ではないのじゃないかと気がするのです。

僕も大学院まで居て、何百人もロボットエンジニ

アを育てたつもりですけど、八割くらいはあまり…

自分のことを言わないですね。それで研究発表やな

んかを議論する時は、とてつもなくすごい。主張す
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るわけです。

だから、就職する時に人当たりがよく、相手に説

明できるわけではないですけど、コミュニケーショ

ン力が無いわけではない…。

山崎コーディネイター

はい。コミュニケーションという言葉をお借りし

まして、先程、質問して云々というのがありました

よね。私の大学の試みを紹介させていただきます。

例えば、就職活動の時に、ひとつの例ですがこう

いう話がありました。

あなたはTOEIC何点ですか？と、言われると。

その時に面接受ける学生の答えがだいたいこうで

す。これから勉強しようと思っています。前回受け

て少し悪かったので1年勉強してまた受けるつもり

です。という事例があります。

何か気が付きませんか。

何点ですか？と聞いているのに違う話をする。そ

れはうちの研究室でも聞いても同じ話です。これで

きたの、できなかったの、と聞くと、それくらいの

質問に対して答えられない。

これもひとつのコミュニケーション能力の一つの

欠如ではないかと思います。

佐藤

僕は、相手が言うのをちゃんと聞くね！僕もぶち

ぶち一緒に言って、終わりに、それでなにを言いた

いの、と聞きますね〜

山崎コーディネイター

そうですね。コミュニケーション能力は聞いて答

える。これが成り立つことだと思います。

弓納持

よろしいですか。やっぱり僕は仕事で色んな物を

作ったり、ロボットも作ったりしますけど、コミュ

ニケーション、要は仕事をくれる方、もしくはこれ

を売り込まなければならないと言う時に、自分が設

計した物、作ったロボットの良さを的確に伝えなけ

ればいけないのです。

伝えるだけじゃダメで、それを買ってくれる人を

説得しなければいけないわけなのです。

説得するためには、良さを伝えるためだけではな

く、このロボットはこんなことも出来るのですよ

と、相手が買いたいな、これは使えるなと、そう

いったもの。今、実際にロボットを作っている方は

自分のアイデアをどんどん投入して、自分のロボッ

トはこんなに強いのだ。と、自分ではわかってい

て、それを競技でやれば、やっぱり一番になると白

黒はっきりするのですけど、じゃ、インタビューさ

れた時に、これはどこが特徴ですか、と聞かれる

と、「ここです」となかなか上手く説明できない所も

あるのですね。苦労した所は説明できるのですけ

ど、この良さはどこで、だから強いのです。と言う

ところまで説明して、あー。と納得してもらって欲

しいなと思ってもらえるコミュニケーション能力が

備わっていれば、ロボットを作りたい。物を作りた

いときにお金を出してくれるところが現れる。そう

すると、また自分の好きな開発ができる。

非常に人を説得する能力が重要だと思います。

佐東

私達の例ですと、東北大会が終わった後に学生た

ちが東北地区の学生たちに連絡をとって、東北の中

間地点である仙台周辺でみんなと会って、一泊二日

くらいの討論会を行っており、自分の学校のものづ

くり内容を言うことで、結構楽しくやっています。

そこには、指導教員も入って下さいと言われる場合

もある。関西地区でもやっている。関東地区でやっ

ているのはもっと発展していて、全国どこからでも

来てくださいと声をかけております。この参加費は

全員自費なのです。それでも来て、いろんな発表を

する。コミュニケーション能力を養う事は、学校の

中だけでは限られた人達との交流になってしまうの

で、もっと広い範囲の人たちと討論するなど自由な

意見を話すことが重要です。または自分の知らない

意見を聞くことも重要と思います。話をしていると

どんどん盛り上がってきて、自分たちで開発したも

のを皆に教える。そういうふうにオープンにしてい

けば、良いと思います。かわさきロボコンを今日初

めて見させてもらって、私はショックを受けるほど

感動し、すごく過激でした。これは面白いが、絶対

に高専ロボコンではできない過激な対戦を見させて

もらいました。その大会には、ノウハウ的なものが

沢山あるのだと思いました。そういうことをみんな

で集まって、ディスカッションすると良い場が出来

ると思いました。

山崎コーディネイター

今、うちの神奈川大学、今はまだ機械工学科だけ

ですけど、これから工学部になるのです。工学部と

してやっていこうとするのですけど、そこには川崎
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市産業振興財団、NPO、横浜川崎の方々を含めて、

地元神奈川東京あたりの企業さんと交流会をやって

います。

それをやる理由というのは、教員もコミュニケー

ションできないのですよ。ということです。でも、

企業の方は教員に対して興味はないですよね。

こっちは、これをやっているのですよと言いたい

けど、まったく興味がない。で、一方、学生に対し

てすごい興味を持っている。なので、最近やってい

ることは、学生と企業を集めて合コンみたいなこ

と。教員はなにをやっているかと言うと、外にいて

雑談しているだけ。そういうような形の場を作って

います。そこにも事務局の塩川さんも参加いただい

て、そのような場も今後、かわロボの延長線上でな

にか考えとかなにかあるのですかね。

塩川

前から実行委員の中で話があったのは、協賛企業

さんからお題をもらって規則の中でそれをクリアし

ていくような話が何回か出ています。

協賛企業の方も、今日出ている方もそうなのです

けど、学生さんに非常に興味があると感じていまし

て、例えばロボット製作上で困ったこと等に協力し

たいと言うところが多いと思います。実際に一社は

材料を無償で提供したり、技術協力をしたりと事例

としてもありますので、企業さんとそう言ったコ

ミュニケーションを取っていくことは十分可能性が

ありますね。

山崎コーディネイター

ありがとうございます。櫻井さんは。

櫻井

今後という話で、私がでしゃばる話ではないので

すけど、確かにコミュニケーションの話に戻ってし

まうのですが、コミュニケーションというのは内な

るコミュニケーションで、仲間内でこのロボット大

会はエレキ担当や技術担当等4つの担当でチームを

作って、ロボットを作るということで、コミュニ

ケーションを通して強いロボットを作るわけじゃな

いですか。ただ、それはチーム内のコミュニケー

ションであり、外部とのコミュニケーションという

のは別だと思います。それは今度、別の機会で技術

発表をするとか、そういう場を作れば訓練されるわ

けです。大切なことはコミュニケーション能力が鍛

えられていくことだと思います。

また話は飛ぶのですけど、このロボット大会を企

画するときにNHKに行って、「川崎でこういう大会

をしたいのですよ」とディレクターにお話したので

す。その時、言われたのが、技術力を見るのだった

ら高専ロボコンを見てください。あぁいう大会を目

指すなら見てください。だが、コミュニケーション

をテーマに考えているなら、国際ロボコンを見てく

ださい。あれは技術力ではありません。あれは異文

化間のコミュニケーションを通して、ロボットを作

ることに価値をみているのだという話を聞いて、な

るほどと思ったのですが、私達は技術を見せる方の

大会にしたいということで、今の大会になりまし

た。そういう意味では、コミュニケーションに重き

を置くのであれば同じメンバーじゃない人たちとの

組み合わせでロボットを作る大会をするというの

も、一つの方法だと思います。

山崎コーディネイター

うちの大学では、これから学生フォーミュラを立

ち上げようと。学生フォーミュラEVの電気自動車

を今年からやるのですけど、一年目は完走、二年目

は準優勝、三年目は優勝と言っています。ただ、そ

れによって学生自身が自分でお金を稼がなければい

けない。そういう所でコミュニケーション力がつい

てくると思いますので、ついてくるのかなぁと思っ

ています。また、そういう学生とかわロボが合流す

るということ、別にロボット大会は負けちゃうけど

別の視点で交流するようなこともあれば、うちの学

生もますます成長できるかなぁと思います。

若い人にとって教育論をぶつけられると…喋りた

い人いませんかね。若者代表。

佐藤

やはり、芝浦工業大学でも20年前にも同じような

ことがでたのです。その時に、芝工大にロボット工

学部やロボット学科というのは作れなかったです

ね。システム工学部と言うのを、カタカナの学部は

日本で初めてなのです。システム工学部というの

は。そりゃもう文科省の反対はものすごかったです

ね。日本でカタカナ学部なんてありえない。と言わ

れるのです。

中に作った学科名が、僕はたまたま機械制御シス

テム学科とつけるしかなかったのですね。僕はロ

ボットにしたかった。ロボットというのは機械制御

システム等を全部含んでいるのだけど…。ま、そう
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いう名前にしました。

電気系ということで、ソフトでは電子情報システ

ム学科。建築系は美術や建物の関係もあるので、環

境システム学科と名前をつけても、中身は建築屋さ

んなのです。

機械系、ないしは技術系の教員を含めて、卒業生

というのはぜんぜんコミュニケーション力は0だ、

とそこまで言われて、色々言われて反論したのです

けど、ダメでしたね。

その先生に、なんで建築屋さんなのにそんなにう

まいのだ。と聞いたら、それは騙しているからだ。

と言うのです。なぜかと言ったら、建て主さんに建

物を売りつけるわけですよね。その時に白で作って

くれって言われても、出来上がった時に黒なる場合

がある。んで、もう、黒を白と言い含めて買わせて

なんぼなのだと。

そりゃもう教育を受けている分野の人たちとは話

ができない。やっぱりロボットじゃないけれど、固

い技術系の場合にはほんと上手にね、そりゃビジネ

スとして生きていくためには訓練すれば良いわけで

すけど、エンジニアになった時の心構えとして、そ

ちらの能力を高めるのは後で、と思ったのです。

山崎コーディネイター

そうですね、コミュニケーションはキレイ事を言

うことかもしれないですね。

はったりしろよ。見栄張れよ。と、カッコつけろ

と。それかもしれないですね。

就職の面接でアピールしろと言われているのに、

弱いものは排除。アウトですね。

できる・できない。できるって言っちゃえばいい

のですね。そういうことですね。

佐藤

それで、変な話だけど、先進国アメリカとかヨー

ロッパではあそこのエンジニアは、今言われたテー

マの中に、一つ新しいこと、一つなにか違った考え

があったら、針小棒大で言うのですよ。僕らから聞

いたら、なんだそれは、と思える。それで、その企

業の方はコミュニケーション能力があるっていうの

です。

山崎コーディネイター

こうしましょう。ロボットの技術については嘘付

くな。それ以外はいいじゃないか。と、言うことで

終わらせてください。

佐藤

すいません。

山崎コーディネイター

こういう今日の議論を踏まえて、後ほど懇親会も

あるということなので、皆様どうぞ意見を聞きなが

ら20周年事業実行委員会では、何か楽しめることと

いうのを企画できるようがんばっていきたいと思い

ます。
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第3部

功労者表彰
第3部

20周年を記念して、かわロボの発展に功績のあった方々へ感謝の気持ちを込め、功労者表彰を行いました。

協賛企業の皆様

株式会社東芝小向事業所様
協賛企業として大会を第1回から支
えていただきました。

株式会社協育様
大会協賛の他、初期ギアボックスの
部品ギアを御提供いただきました。

株式会社南信社様
第1回から大会のリングや障害物を
製作していただきました。

ベテラン参加者の皆様

弓納持　充代さん
かわロボ最多優勝者。
ロボット製作と競技に対する真摯な
姿勢はかわロボのイメージを形作り
ました。

柴田　康一さん
常に変革を求めるチャレンジャー。
愛機ロッキーの周りには常に人の輪
が。

東　浩昭さん
自身の機体は常に上位入賞、また、
出張イベントなど、運営の協力もい
ただいています。

植村　千尋さん
ホームページや技術交流会での情報
発信につとめ、後進の育成にあたっ
ています。

山田　大介さん
（写真は当日代理　鞆　悠太さん）
「魁！やまだーん塾」の塾長として
活躍。メンバーから絶大な信頼を得
ています。



第三章　これからの20年
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かわロボが20周年を迎えるのにあたって、これを振り返り、あわせて今後の大会の方向性を検討する20周年

事業実行委員会が設置されました。

実行委員会は5回開催され、20周年記念イベントの企画とあわせ、次の20年に向けた提言がまとめられまし

た。

（ア）  かわさきロボット競技大会20周年事業実行委員会名簿

1.　20周年事業実行委員会について

実行委員長

実行委員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

事務局

会社名

神奈川大学

会社名

CLUB WAD

スタジオマルゴ

㈱夢現工房

㈱日の出製作所

㈱大西家具店

神奈川大学

神奈川県産業技術センター

かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会

川崎市経済労働局

（公財）川崎市産業振興財団

（公財）川崎市産業振興財団

（公財）川崎市産業振興財団

役職名

工学部機械工学科教授

役職名

代表

代表

代表取締役

代表取締役

代表取締役

工学部機械工学科教授

主任研究員

事務局長

工業振興課長

事業推進課長

事業推進課

事業推進課

氏名

山崎　徹

氏名

梁取　弘明

五味渕　弘毅

藤野　裕之

岩　和志

大西　直治

山崎　徹

伊東　圭昌

小林　賢一

赤坂　慎一

田中　廣行

塩川　克久

岩　美和子

種別

学

種別

大会実行委員

産

学（再掲）

公

（敬称略）
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（イ）  実行委員会活動経過

回数 開催日 内容

1 2013年2月1日（金）

1．実行委員会について

2．かわさきロボット競技大会について

3．20周年記念事業（案）について

2 2013年5月31日（金）

1．既存参加者等へのヒアリング結果について

2．講演「KHK杯の開催について」

講師：小原歯車工業株式会社代表取締役　小原　敏治　氏

3 2013年7月19日（金）

1．20周年事業企画について

2．講演「企業における技術系人材の採用ポイントと傾向」

講師：トランスコスモス株式会社理事・人事本部本部長　名倉　英紀　氏

4 2013年10月3日（木）

1．大会関係イベントについて

●第20回かわさきロボット競技大会の開催について

●日の出杯の開催について

●連連連つなごうかわさきへの出展について

2．講演「技術者交流支援サイトについて」

講師：日本アルテック株式会社　代表取締役社長　相澤　庸介　氏

3．記念誌掲載「提言」の作成に向けて

5 2014年3月12日（水） 1．記念誌提言について
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本実行委員会では、かわロボが20周年を迎えるこ

とから、2013年2月の発足以降、実行委員、企業

等、産官学の識者をメンバーに、大会の方向性や支

援策について検討を重ねてきた。

実行委員会では、特に、川崎市の産業振興の観点

から、大会参加者が地域に就職し、活躍することを

仮定し、企業が求める人材と現在の大会及び参加者

の状況を中心に検討をしてきた。

本実行委員会としては、大会参加者のものづくり

能力については、高いレベルにあるとの共通認識を

持っている。

また、本誌掲載のヒアリング内容からもわかると

おり、大会の競技内容については、参加者達に充分

評価されており、大会の技術力向上の目的は一定程

度果たしていると言ってよい。

大会競技用ロボットには、歩行用の脚構造、腕構

造を持つことが義務づけられているが、この基本的

な構造は20年間一貫している。

この中で、脚構造のリンクの多様化、高速化がは

かられ、また、腕構造の多様化が進み、現在では、

腕構造の多関節化にいたっている。

大会では、実行委員会側から示される、競技用リ

ングの障害物設定や規則の改定に対し、参加者の

チャレンジ（チャレンジャー）、難易度のクリア、

クリアする機体の定着（フォローワー）、規則の概

念を超える新たなロボットの登場（イノベーター）、

さらに、実行委員会側で難易度の見直し、とサイク

ルが出来ている。

大会の一つの目的は、技術力の向上であり、この

サイクルの中で、大会は20年をかけ、正しい進化の

途上にあり、この点については充分機能していると

言える。

むしろ、大会のもう一つの開催目的である「技術

者育成」に立ち返った場合、次の20年に向け、参加

者自身の成長とそれを取り巻く周辺の状況に着目し

つつ、主催者である川崎市産業振興財団が参加者を

リードする形で事業を展開すべきであると考える。

＜提言のポイント＞

財団の発信力を高めよ

技術者育成のためには、参加者の発信力やコミュ

ニケーション能力を高めることが必要である。

このためには、まず何よりも財団自身が発信力を

高め、参加者を牽引していく必要がある。

財団の求心力を高めよ

技術者育成のためには、かわロボの高い理念と、

その発信力をもって、学校や企業、地域といった参

加者周囲の理解、また支援の輪を紡いでいく必要が

ある。

2.　川崎市産業振興財団への提言〜次の20年に向けて

かわさきロボット競技大会20周年事業実行委員会
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参加者が成長し、社会に出た時には、ロボット製

作に代表される専門的な知識だけではなく、問題解

決能力・自己学習能力・コミュニケーション能力・

マネジメント能力といった周辺知識が必要となる。

特に、われわれの実行委員会でも何度か議論とな

り、記念イベントのディスカッションにおいても

テーマとなった「技術者のコミュニケーション能力

向上」は大変重要である。

なぜなら、ものづくりは様々な人がそれぞれの能

力を出し合った統合の結果であり、技術者相互、ま

た、関係者とのコミュニケーションによって成り

立っているからである。

そこには、確立された知識、技術をベースとする

個人が、自らが行動する主体として、他者と積極的

に交わることによって、情報・知識・技術の交換が

行われており、この根幹をなすのがコミュニケー

ション能力であると言える。

かわロボ参加者においては、既に設計・製作の一

貫した技能を持っていると言ってよく、あとは、こ

れらの発信・受信の能力、すなわちコミュニケー

ション能力が向上することによって、さらに飛躍で

きるものと考えられる。

3.　求められる技術者とは

企業の求める人材

●望まれるのは、自分で何とかする、自分で考えることのできる“まじめな人材”。

●また、社内における円滑なコミュニケーションも重要。

技術系人材の採用を巡る状況

●経営者は、チャレンジ精神、意欲等、主体性を重視。

●一方採用担当者は、主体性の前段として、コミュニケーション能力を重視。

採用時の課題点

●採用内定者は、考え方に軸があり、それをうまく表現出来ている。

●しかし多くの場合は、自身の経験を「良い経験である」とは気付いていない。（サークルの部長

だったと伝えるだけで、苦労や解決のプロセスを示していない等。）

●「気づき」と「きっかけ」の組み合わせで個人の可能性は広がる。経験（個人）を価値（一般）へ。

●ただし、学生の納得感が重要。気づきが無ければ形だけまねることになる。

●短い選考プロセスの中で、応募者を理解する事は難しいが、相互理解をより深める必要がある。

20周年記念イベント：パネルディスカッションから　

弓納持氏発言

●仕事をくれる方へ自分が設計した物、作ったロボットの良さを的確に伝えなければいけない。

●（さらに）伝えるだけではなく、それを買ってくれる人を説得しなければいけない。

●苦労した所は説明できるが、（相手を）納得するところまで高める必要がある。

●コミュニケーション能力が備わっていれば、ロボットを作りたい、物を作りたい時にお金を出

してくれるところが現れる。そうすると、また自分の好きな開発ができる。

佐東教授発言

●自分の作ったものを人の前で発表できるというのは、学生にとって非常に楽しいこと。

●いろんなイベントを作ってあげて、学生自身が楽しみながら、前向きになれることをやってあ

げる事が重要。
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座談会の開催について

発表とそれに対する意見交換は、自身のコミュニ

ケーション能力向上に多いに役立つ。

国際ロボット展などでは、学生、学校関係者、関

連企業等、様々な人が来場する。

より活発な意見交換が出来れば、これまでにも増

してより一層本人の能力向上に繋がるものと思われ

る。

内容については検討を要すが、技術発表とあわ

せ、座談会を開催し、製作以外の評価、例えば課題

解決に向けての考え方等、技術者のコミュニケー

ション能力をさらに引き出すべきである。

このため、個々の発表者の能力を適正に見極める

能力を持った、企業経営者、人事担当者、学校関係

者等の幅広い層の識者が、この座談会のメンバーに

必要と考えられる。

かわロボが次の20年に向け発展するためには、参

加者の発信力やコミュニケーション能力を高めるこ

とが必要である。そして何よりもかわロボの主催者

である財団自身がその発信力を高め、参加者を牽引

していく必要がある。

もともと、かわロボでは参加者同士、ロボットの

情報について開示することに積極的で、大会期間中

は、あちこちで、ロボットを囲んでの議論が盛んで

ある。

また、各チーム内においてもそれぞれ議論は行わ

れており、一部のチームはホームページで製作の成

果等を発表しているケースもある。

財団としては、これらを有効な資源と捉え、情報

発信の場づくりを積極的に進めるべきである。

この効果としては、参加者それぞれの強みや弱み

を正しく知り、そしてオープンにすることで、外部

から客観性のあるアドバイスや意見を受けることが

できることにある。

集まったアイデアや意見は、自身の財産として活

かすことができるとともに、この積み重ねにより、

大会全体のボトムアップがはかられ、大会はより充

実したものになる。

さらに、かわロボ初参加の場合においても、ロ

ボット製作の過程や考え方がわかるマニュアルとし

て機能するのみならず、開催趣旨やかわロボが目指

す方向を適切に理解することにも繋がる。

主催者である財団においては、企業への支援メ

ニューとして展示会や、各種媒体を利用した情報発

信の場づくりは得意とするところである。

財団が、かわロボの発信の場を積極的につくって

いくことで、参加者自体も情報発信の機会を得るこ

とになり、相乗効果によって、外部（社会）との繋

がりはさらに密なものとなっていく。

4.　提言1：財団の発信力を高めよ！

この実施については様々な方法が考えられ、本実

行委員会においても次年度以降も継続的に審議する

が、一例として、公の場での技術発表が考えられ

る。

●具体的な事業の例〜（仮称）技術発表会の開催について

例1：（仮称）技術発表会の開催（案）

＜名称＞ （仮称）かわロボ・技術発表会　　＜場所＞ 国際ロボット展等

＜概要＞ 国際ロボット展等関連する大型イベントを舞台に、分数を定め、参加複数チームから、

機体の製作及び試合結果等について発表を行う。

また、関係者も登壇し、座談会形式の意見交換を行う。

＜発表項目（例）＞ ●当初の目標　●機体の概要　●製作上の工夫点、苦労した点　●対戦成績　

●大会を終えての振り返り　●次回大会に向けて→発表後座談会

＜参加者＞ ●企業経営者、人事担当者、学校関係者等
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求心力とは人を巻き込み、動かす力であり、明確

なビジョンと対話・行動による外部との関係性の強

化である。

かわロボは、「我が国産業を支える未来の技術者育

成、技術者の登竜門」という、明快でわかりやすい

コンセプトを持ち、かつ、（クローズドではなく）社

会との積極的な関わりを持とうとするものである。

20年の長きに渡るこの活動の結果が、現在多数の

参加者、また支援企業や、国内外のイベント開催者

との信頼関係につながっており、この関係性こそが

次の20年に向けての発展の根拠となり得る。

財団は、今後さらにかわロボの求心力を高める必

要があり、これによりかわロボ参加者を中心として

理解者、賛同者の輪を拡大させていく必要がある。

5. 提言2：財団の求心力を高めよ！

理解者、賛同者の輪を拡大する糸口の一つに、8

月の大会と前後して、各地の大学・企業主催で行わ

れている独自イベントがある。

これらは、大会参加者がそれぞれ主催者となっ

て、かわロボを模したイベントを開催しているもの

で、関東の大学だけに留まらず、関西の大学、また

企業にも広がっている。

これらに対しては、大会実行委員会や事務局であ

る財団は一切係わっておらず、ロボットの機体が大

会ルールに則ったものであること以外は、競技方法

や、試合を行うリングなども様々である。

それぞれの開催にあたっては学校、もしくはイベ

ントへの協賛企業、学校OB、等々周辺の支援があ

ると思われるが、これらに対し、財団が直接、間接

的にアプローチすることで、それぞれのイベントに

は「かわロボ」という共通のバックボーンがある

と、理解されることになる。

求心力を高めるためには、前述の発信力とあわ

せ、まずはその発信先である社会、特に学校、地

域、企業といった参加者を取り巻く環境や、周辺の

状況について充分理解する必要がある。

その上で、かわロボと各イベントが有機的に繋が

ることが出来れば、よりその効果は高まっていく。

●具体的な事業の例〜各イベントとの連携について

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

1月

イベント名

ROBOT WARS in お台場　未来館

神奈工練習会

日の出杯

電大杯かわさきロボット大会

KHK杯

ヤガボット

バトルロボット大会 in 東京工科大学

城北祭　大阪工業大学　大宮キャンパス

かわさきバトルロボット in 幾徳祭

ROBOT WARS in 理大祭

学術研究発表会

立命杯

第2回センケン杯

主催

東京理科大学　Ⅰ部無線研究部

神奈川工科大学

㈱日の出製作所

東京電機大学

小原歯車工業㈱

慶応義塾大学

東京工科大学

大阪工業大学

神奈川工科大学

東京理科大学

中央大学・東京電機大学　他大学

立命館大学

セントラル技研工業㈱

＜大学・企業主催イベント＞
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かわろぼ

イベント

イベント

イベントイベント かわロボ

イベント

企業

他校

地域 OB

学校

イベント

企業

他校

地域 OB

学校

イベント

企業

他校

地域 OB

学校

イベント

企業

他校

地域 OB

学校

川崎市産業振興財団

イメージ

●これからの形●現在の形

現在独自に開催されているイベントを、かわロボ

として認定を行い、各イベントの優勝者を8月大会

のトーナメントで優遇するなど、インセンティブを

検討し、関連性を高めていく。

また、イベント毎の特徴や、主催者の紹介などを

共通広報としてまとめ、かわロボと連動し、学校、

大学周辺企業・団体、周辺高校、新入生、OB、マ

スコミ等に配布することで、周辺の理解を得て、技

術者支援の輪を拡大する。

例2：各イベントとの連携（案）

＜名称＞ （仮称）かわロボサーキット

＜概要＞ 個別開催の独自イベントをかわロボへ関連づけることにより、全体としての求心力を高

める。

●かわロボ競技として認定

●各イベント優勝者をトーナメント上優遇するなど、インセンティブ検討

●各イベントの状況調査

●共通の広報材料作成
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かわロボの「これからの20年」をどのように進め

るかは、「これまでの20年」をどのように活かしてい

くか、とほぼイコールである。

言うまでもなくかわロボの宝は、参加者個人個人

であり、今回の20周年事業実行委員会、また記念イ

ベントを通じた共通のテーマとしては、「この宝をど

のように輝かせることができるか」であった。

企画→設計→製作→大会参加による評価→見直し

→再チャレンジという大会参加のプロセスにおい

て、その製作能力は養われており、かわロボは技術

者の登竜門として、社会的な人材育成機能の一端を

担っているものと考えられる。

今後かわロボ参加者において求められることは、

仲間・学校から就職・労働（社会参加）の過程にお

いて、自身の修練を外部に説明し、いかに理解を得

られるかである。

このため、川崎市産業振興財団においては、その

支援の場、そして支援の輪づくりを積極的に進める

ことを期待したい。

今回の提言では、そのエッセンスとして、「発信

力」・「求心力」をテーマとしたが、具体的な事業展

開については、より深く検討する必要がある。

キーワードは、あくまで自主性・主体性の尊重で

あり、参加者自らが輝きを放つことにある。

そのためには、それぞれの取り組みをわかりやす

く丁寧に説明する力、また、外部の意見を傾聴する

力が必要になる。

そして、かわロボ参加者には充分それが出来るも

のと考えている。

6. まとめ
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公益財団法人川崎市産業振興財団
理事長　様

提　言
かわさきロボット競技大会　次の20年に向けて

未来を担う技術者を支援せよ
優秀な技術者を志す者は、将来社会で活躍することを念頭に、現在直面する課題に対して積極

的に取り組むことはもとより、その課題の意味する所や解決までの道程、考え方などを身につ

け、かつ外部に向けそれらを説明できる訓練を行う必要がある。

一方、地域、教育機関、行政機関等は、これを志す若者を、将来の我が国産業を支える大切な

財産として、継続的に育成、支援する必要がある。

また、産業界においても、人材確保のための企業活動はもとより、人材育成の一翼を担い、こ

れに積極的に関与することが必要である。

発信力を高めよ
技術者育成においては、個々の人間性、特性に応じた手法を確立する必要がある。

このためには、創造の現場にいる技術者自身が、主体性を持って情報発信を行うことが重要で

ある。

何よりも主催者である川崎市産業振興財団が、情報発信の場づくりを積極的に行うなど、技術

者のコミュニケーション能力向上のため、その機会を充実する必要がある。

求心力を高めよ
技術者が成長し、社会で活躍するためには、支援の輪の形成と拡大が必要である。

川崎市産業振興財団においては、かわさきロボット競技大会における高い理念と、その発信力

をもって、学校や企業、地域といった参加者周囲の理解、また支援の輪を紡いでいく必要がある。

また、継続的な支援の取り組みにより、参加者はもとより、教育機関、産業界、地域など関係

する様々な層に対し求心力を高めていく必要がある。

2014年3月12日

かわさきロボット競技大会20周年事業実行員会

実行委員長　山崎　徹
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■編集 かわさきロボット競技大会20周年事業実行委員会

実行委員長 神奈川大学　工学部機械工学科教授　山崎　徹

委員 CLUB WAD 代表　梁取　弘明

スタジオマルゴ　代表　五味渕　弘毅

株式会社夢現工房　代表取締役　藤野　裕之

株式会社日の出製作所　代表取締役　岩　和志

株式会社大西家具店　代表取締役　大西　直治

神奈川県産業技術センター　主任研究員　伊東　圭昌

かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会　事務局長　小林　賢一

川崎市経済労働局　工業振興課長　赤坂　慎一

事務局 公益財団法人川崎市産業振興財団　事業推進課長　田中　廣行

〃　　　　　　　　事業推進課　　塩川　克久

〃　　　　　　　　事業推進課　　岩　美和子

■発行 公益財団法人川崎市産業振興財団
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●お問合せ
かわさきロボット競技大会20周年事業実行委員会事務局
公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課  
TEL. 044-548-4117／FAX. 044-548-4110
E-Mail kawarobo@kawasaki-net.ne.jp http://www.kawasaki-net.ne.jp/robo/




