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はじめに 
 
 
和歌山大学協働教育センターは、自主的創造的科学活動の促進を目的として

全国に先駆けて２００１年に和歌山大学に設置され、継続して学生の主体的な
学習を支援しています。それらの活動は「クリエプロジェクト」「ミッション」
の形に整えられて、教員の指導を得ながら、平成２７年度も多くの優れた成果を
あげています。この報告書にそれらの一部をまとめています。学生たちが熱心に
活動する様子がよく現れていますので、どうぞご覧下さい。 
 最近になって漸く「アクティブ・ラーニング」や「プロジェクト・ベースﾄ・
ラーニング」など、義務教育学校から大学に至るまでその必要が言われるように
なってきましたが、協働教育センターの取り組みはこれらを先取りしたものに
他なりません。与えられたものを上手にこなしていくだけではなく、学生同士で
議論をしながら困難にぶつかりながらも学生たちが自ら学び成長するという、
大学教育の本来の形が現れています。 
 なによりも、学生にとり大学は、教育を受ける立場から脱皮して社会に出て自
らの裁量で有形無形の成果を作り出すことができるようになるための、最後の
演習の場です。本センターで学生たちが取り組んだ活動が、仮に期待したほどの
成果に結びつかなかったとしても、その過程で得たものが大きいことは疑いあ
りません。 
 アドバイザリーボードの皆様、シニアアドバイザーの皆様には、日頃から本セ
ンターの企画・運営・また学生の指導等にお力添えをいただき、感謝申し上げま
す。今後とも引き続いてご支援、御協力を賜りますようにお願い申し上げます。  
 

和歌山大学協働教育センター長 石塚 亙 
 
 
 
 
 
 
 



2015年度クリエプロジェクト報告 
 
 
 日頃より、和歌山大学協働教育センター（クリエ）の教育プログラム「クリエプロジ
ェクト」にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
旧「自主演習プロジェクト」を再始動し、「クリエプロジェクト」として制度を改めて
から 2年が経過いたしました。学生による自主的、創造的活動を支えるための環境とし
ての役割はそのままに、現制度では、目的意識の明確化と社会人として必要な責任感を
高めるための学びの要素を追加しています。ときには文理の枠を超えて、学生と教員が
協働するプロジェクトチームを作り、互いを理解しながら目標の達成を目指す PBL（課
題解決型学習）による実践学習の場として、日々成長を続けております。 
クリエプロジェクトでは、学生からの提案による具体的な課題（ミッション）に対し、
活動に必要な資金を支援しており、2015 年度は、13 のプロジェクトから申請があっ
た 19 ミッションを採択しています。採択ミッションには、毎月の進捗確認に加えて、
年度末の成果発表会での報告を課しており、2月 29日（月）には、アドバイザリーボ
ード委員、シニアアドバイザー、学内教職員及び学外有識者の先生方にご出席をいただ
き、本年度の発表会を実施いたしました。これからご覧いただく報告書は、各ミッショ
ンの発表資料（ポスター形式）及び成果報告書をまとめたものです。また、本年度は、
和歌山大学基金から２つのプロジェクトが助成を受けており、該当プロジェクトの成果
報告も併せて掲載しております。 
 皆さまには、本報告書をご高覧いただき、学生による魅力あふれる活動をご確認いた
だけましたら幸いに存じます。今後とも、引き続きご指導を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。 

和歌山大学協働教育センター 
クリエプロジェクト担当 

西村 竜一（システム工学部） 
 
 

 
 
 

• 脳情報総合研究室
• ソーラー四輪自転車プロジェクト
• Wakayama univ. Solarbike Project
• 高野七口活性化プロジェクト「ばぁむ。」
• レスキューロボットプロジェクト

• クリエ楽曲制作プロジェクト
• クリエデザインプロジェクト

• クリエ映像制作プロジェクト
• 和歌山大学ソーラーカープロジェクト
• クリエゲーム制作プロジェクト（ＣＧＰ）
• 和歌山大学宇宙開発プロジェクト（ＷＳＰ）
• CYBATHLON Project 

• Reprintemps（リプランタン）
• 天体継続観測プロジェクト
• Wakayama ASEAN Project
• 和歌山イノベーションプロジェクト
• EAT! ～食による和歌山活性～

2015年度実施 17プロジェクト（ミッションを有さないプロジェクトを含む） 



 
 
 
 
 

ご支援のお願い 
 
 
和歌山大学協働教育センター（クリエ）の教育研究活動に対し、日頃より格別のご支

援を賜り心から御礼申し上げます。クリエでは、これまでにも多くの企業、団体、個人
の皆さまからのご寄付を頂戴し、「クリエプロジェクト」をはじめとする学生教育に活
用させていただいております。私たちは、これまでの感謝の気持ちを忘れることなく、
皆様の期待に応えられるよう、魅力的な人材の育成に全力で努めてまいります。一方で、
国からの交付金に依存しない独自財源の確保は、本センターにとっても責務となってお
り、教育研究活動の質を維持するためにも必要なものとなっております。今後とも、引
き続きご支援をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、クリエには、寄付金等以外にも、お持ちの技能や知識を活かして、ボランティ
アとして学生のご指導にご協力していただくシニアアドバイザー制度等もございます。
お手数をおかけいたしますが、詳細は、下記までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜お問い合わせ先＞ 
和歌山大学 協働教育センター 

TEL：073-457-8504 
FAX：073-457-8502 

e-mail：creainfo@center.wakayama-u.ac.jp 
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クリエゲーム製作プロジェクト 

技術継承ミッション 

2015年度最終報告書 
 

担当教員：床井浩平 
代　　表：高田翔平 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1．本ミッションの目的 
　本ミッションの目的は、クリエゲーム製作プロジェクトの活動目的にある「ゲーム制作活動を通じて

の専門技術の習得」「ゲーム制作活動を通じて連絡能力・自己管理能力など社会人として必要な能

力の向上」を満たすために行うものである。 

 

2．本ミッションの活動背景 
　この段落では、1で挙げたミッションの目的に加え、なぜこういった活動をしたのか？という活動の

背景について掘り下げる。 

 

　本ミッションの活動背景として大きな部分を占めるのが「団体としての技術力向上」である。 

現在クリエゲーム製作プロジェクトでは、上回生から下回生に対して直接的に技術等を教える機会

は、新入生に対してゲーム作りの基礎を教える時のみである。それ以降は各人がゲームチームに

所属する上で、必要とした技術を学んでいくという形で技術の習得を行っている。 

 

　つまり、製作したゲームによっては(当たり前ではあるが)各人が持つ技術というのは大きく違って

くることになる。例えば、この状態で上回生の卒業が起こればどうなるだろう。その上回生が持ち、

技術の継承が行われなかったものはおそらく団体から一旦失われる。これが次の世代にとって必

要なものであった場合には、必要に応じて各人が習得することになるだろう。しかし、そうならなかっ

た部分は団体からその能力を持った者が居なくなるだろうし、そもそも上回生が習得した技術なら、

下回生は効率的に習得することができるのではないだろうか。 

 

　「技術継承の漏れ」を少なくし、「効率的な習得」を行い、浮いた期間によって「新技術の習得」を行

う。このプロセスを経ることによって学生団体という年々人が入れ替わり、かつ人の流出が激しい状

態でも団体の持つ力を恒常的に伸ばしていくことが出来るのではないか、という考えがこのミッショ

ンの根底にある。 

 



3．活動内容 

ⅰ．データベースの充実 

　私たちは以前からGoogleDriveというデータ共有サービスを利用していた。その共有内容の種類・

質を高めようとする取り組みを行った。 

 

新規学習内容に対するフィードバック 

　新たに蓄積することを決めたデータとして新規学習内容に対するフィードバックが挙げられる。こ

れは団体内で初めて習得した技術があった場合、最初の習得者が学習内容に対するフィードバッ

クを行うことで、後にその技術を習得する際に効率的に学習を行うことが出来ることを目標に行う。 

 

具体的な方法としては 

 

という一連のプロセスを経て行う。 

新技術を習得した者は、文字ベースによる資料という形でデータバンクに文書を作成してもらう。そ

して定例会議において簡単なインストラクション(例えばどういった技術かなどの説明や使い方を軽

く紹介する)を行い、新技術の周知を図る。 

 

　私たちが特に注意をしたのが、「資料の内容」である。はっきり言ってこの方法は新技術習得者に

とって負担が大きい。よって資料を纏める上で重要なポイントのみを記述してもらうという形に現在

はなっている。資料作成者の負担を少なくしながら、今後それを見て学習する者が効果的に学習す

ることの出来る内容を考えたとき、私たちが思いついたのが「学習方法のまとめ」であった。 

 

　私たちは普段からゲーム制作活動上で技術を学んでいるわけである。その技術の中には専門的

な技術であるが故に、「調べても出てこない」「論文」「英語ベースの記事」といった技術に良く遭遇

する。そういったときには「学習する」という部分に掛かるコストが飛躍的に上昇する。そのときに、

上記で挙げた「学習方法」に対する資料を用意しておくことで、学習に掛かるコストを低下させようと

いった算段である。 

 

実際に纏め・資料を作成した技術は以下に列挙する 

Slack・Github・Photoshop・illustrater・キャラクターデザイン・DAW・シンセサイザー 

Blender・SpriteStudio・Unity 

各技術それぞれの説明を書くと冗長になってしまうのでここでは詳細は書かないが、ゲーム制作に

必要な基礎的なものについてはほとんどが纏まっている状態である。 



ⅱ．定例会議での取り組み 

　私たちは以前から専門分野別に週1回の定例会議を行っている。前年度では「部門内業務」や

「活動報告」の場として用いられてきたが、今年度では新たに「新技術習得のための取り組み」を定

期的に行う場として活用することに決定した。 

● プログラマ 

○ 新技術勉強会の実施 

■ 新技術の習得者が部門所属者に対し、導入・学習方法の共有を行う 

○ Qiitaを用いたデータ共有 

■ オンラインサービスを用いて、団体外部の方でも見られる形で情報の共有やまとめ

を行う 

○ プログラムサイクルの実施 

■ 設計→プログラムの記述→コードレビューのサイクルにのっとってプログラミングの

実践 

● プランナー 

○ 企画会議の実施 

■ 団体規模で企画を発表できる場を用意 

○ 発想法の実践・評価 

■ 発想をを持ち寄り実践、また評価を行い、長所短所を考察し、データバンクに蓄積

する 

○ 既存製品の評価・考察 

■ 知識の蓄積と既存物の分析を行う 

● デザイナー 

○ キャラクターデザイン会の実施 

■ キャラクターデザインに対するインストラクションを行ったうえで、実際にテーマに

沿ったデザインをする 

○ 同人誌の作成 

■ 同人誌即売会への出展を目指し同人誌の作成 

○ イラスト練習会の実施 

■ 長期休暇を生かして会議時間を多くとり、イラストを書く時間を設ける 

● 3Dグラフィッカー 

○ 部門課題 

■ 所属者各人がテーマを設定、会議時間外にて制作物を制作、講評 

○ 会議内課題制作 

■ 会議内にて3Dグラフィックの制作を行う。 

● サウンドクリエイター 

○ 月一課題 

■ 月に一度間隔で各人がテーマに沿った作曲を行う 

○ 音楽イベントへの参加 

■ 楽曲を作成しCD化、同人即売会での販売までを行う 

● ディレクター 

○ 情報の模索・プレゼン 

■ ディレクターが活用できる知識について模索、プレゼンを行う 

○ 書籍・記事のレビュー 

■ チームマネジメント等に関する書籍・記事を読み、所属者に共有 

○ ディベート 

■ 2つの立場に分かれて議論、後に互いの立場の意見を正しく聞けているかを確認

する 

上記が今年度新たに行った取り組みである。 



 

ⅲ．上記ⅰ･ⅱの達成状況 

ⅰ 
　やはり資料作成部分の負担が技術習得者にとって大きい、しかし新規技術を習得する人は総じ

て本団体の活動に意欲的であることが多く、負担ではあるがやってくれるという状況になっている。

事実、現在ではゲーム制作における基礎部分の資料作成は完了している。これからは基礎からも

う一歩踏み込んだ技術、つまり「ゲームを作る技術」から「ゲームをより良い物にする技術」の資料

を作成していきたいと考えている。 

 

　問題として挙がったのは、技術習得の源泉が個人の学習に依存している点である。つまり学習者

が現れなかった場合はどうするのかということである。この問題に関しては、そもそもどうして新技

術を習得するのかを考え、「ゲーム企画段階」で技術習得に関する戦略を考えていく必要があるの

ではないかという結論に至った。 

 

またシステムを動かす前では「ゲームを制作しよう」→「新しい技術の即導入は制作上負担になる」

→「敬遠する」という流れがあったからが、その間に１クッション入れれたことが、今後制作するゲー

ムにて新技術が使われる機会を増やす切欠になったと考えられる。しかし残念ながら今年度では

資料の作成・インストラクションの段階まで行うことが出来たにも関わらず、「実際にゲーム制作に

用いる機会が無かった」という問題があった。これに関しては上記の問題とも絡めて「ゲーム企画段

階」での技術習得戦略は必要であると、同じ結論に至った。 

 

ⅱ 
　報告のためだけの会議ではなく、参加によって得られる物が出来たことによって参加者のモチ

ベーションの向上、ひいては団体の活性化には一役買った。 

 

　外部交流ミッションとの協力もあり、部門単位でのイベントへの参加などの外部への進出を図る

取り組みも行った。その中でもプログラマ部門が行ったQiitaを利用した取り組みでは副産物として

団体の持つ知識の外部公開を行うことが出来た。所属者が書いた記事の中にはgoogle検索でトッ

プに来る記事なども有り、予想外の成果を得た。個人ゲーム制作者はネット上から技術や知識を学

ぶことが多く、実際に私たちに起こった問題点や学んだ知識には一定の需要が存在していることに

気づいた。 

 

　行う内容が専門分野別に分かれてしまっている。具体的な内容については仕方がない部分が大

きいものの、最終的な目標や達成度を確認する間隔は運営方針の決定レベルで考えていかなけ

ればならないのではないか。今回はそこが曖昧であったために、活動を振り返った際の評価がしづ

らい状況になっている。システムとして設けるのであれば評価が出来る形で設けるべきだった。 

 

 



４．今後の展望 
　この活動の一番の課題だと私たちが考えているのは「外部からは本団体が具体的に何をやって

いるのかがわからない点」である。私たちは大学の行うクリエという活動の一環として活動している

関係上、ただゲーム制作を行うだけでなく活動を外部に公開し、評価される必要がある。よって技

術継承ミッションの今後の展望としては「成果をより外部に見える形で発表していく」ということに重

点を置いていきたい。特に今回の活動で「私たちが遭遇した問題や私たちが学習した知識」は一定

の需要を持っているということが分かったことで、外部交流ミッションが目指していた「データバンク

の設置」という意見は今年度では達成できなかったものの、これからの活動として目指していく価値

のあるものだと認識できた。 

 

　また本年度でもう１つ課題として挙がったのが技術習得は「実際のゲーム制作」と関連しているか

らこそ、学習したいあるいは学習したものを使いたいと思うものである。つまりゲームの企画段階で

技術の学習内容についての戦略が必要であることがわかった。今年度ではこの部分は想定してお

らず、「ゲーム制作」と「技術習得」が乖離した状態にあったといえる。来年度では運営がこういった

戦略を考えていく。この活動は各人の新技術習得に対するモチベーションを上げる要因にもなり、

学習内容を実践する場としても有用であるので必ず行っていきたい。 

 

　来年度では「技術継承そのもの」をミッションとして提出するかは分からないが、団体を運営してい

く関係上でこの問題は切っても切り離せない問題である。団体として恒常的な成長を図れるよう、

現状に満足することなく取り組みを行っていきたい。 
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担当教員 床井浩平 
  代表 大田裕右 

 

 

ミッション内容と目的 

本ミッションの内容は「プロジェクト内でゲーム制作チームを結成し、各コンテストに向

けたゲームの制作を行う」こと、最終的な目的は「作品を完成させること、および各コンテ

ストに応募し、入賞すること」である。 

 

 

活動内容 

成果物 

今年度は「ゆけゆけレギオン」・「Falling」・「CubeOut」の３つのゲームを制作し、すべて

開発が停止することなく完成。ゲームに関連したデザイン作品「マーチャント・クエスト」

を 1つ制作し、こちらも問題なく完成。 

完成したゲームは団体 HPで公開。コンテストにも応募が完了しているが、現在審査中で

結果が出ていない状態である。 

以下、コンテスト応募作品の詳細を記述する。 

 

 

① 「ゆけゆけレギオン」 

ニコニコ自作ゲームフェス 2016に応募。 

このゲームでは特に、ゲームの企画段階から力を入

れている。 

今までにないゲームジャンルの開拓を試み、「戦略

×シューティング」という新しい組み合わせで「頭を

使うシューティング」を実現。 

ゲームシステムに合わせたデザイン性を追求し、ド

ット絵風のキャラクターデザインで統一した。 

 



② 「Falling」 

ニコニコ自作ゲームフェス 2016 に応募。後に GooglePlay にて

公開。 

このゲームは 1回生を中心に構成された制作チームで、 

「制作経験のない 1 回生にゲーム制作を体験させる」を目的に発

足した。 

コンテストの応募は無しの予定だったが、メンバーからの要望が

ありニコニコ自作ゲームフェスに応募。 

上回生はチームディレクションと技術的な問題をサポートにとど

まり、出来るだけ 1回生を主体として活動させた。 

立体的なボウリングのようなスマホゲーム。複雑なゲームシステ

ムではなく、シンプルさと視覚的な楽しみを追求した。 

 

 

③ 「CubeOut」 

ニコニコ自作ゲームフェス 2016に応募。 

上記と同じく 1 回生のチーム。今年度は１回生が 15

人と例年よりかなり多く、2チームに分割。 

シンプルな横スクロールアクションゲーム。近代的

なデザインと、キューブを用いたアクションに力を入

れた。 

 

 

④ 「マーチャント・クエスト」 

福岡ゲームコンテストゲームキャラクター部門に応募。 

「架空のゲームを想定し、そのゲームに登場するキャラクタ

ーをデザインする」という内容で、デザインのみを応募する

コンテストである。 

しかしながら、クオリティを高めるため、架空のゲームの企

画から手を抜かずに作成した。 

ゲームそのものの魅力を増すことにより、キャラクターの表

現力とリアリティを向上させることに成功。 

 

 

 



「CGPゲームジャム 2015」の開催 

9月 16～18日にかけて、プロジェクト内で「CGPゲームジャム 2015」を開催。 

ゲームジャムとは、その場で集まったメンバーで制作チームを作り、短期間でゲームを作

るイベントで、今回は途中参加を含め 10 人程度で 1

本のゲームを制作。完成したゲーム「幽走少女」を団

体 HPで公開。 

このゲームジャムの開催により、普段長期的な活動

に取り組めないメンバーが手軽にゲーム制作し、また

自らの技術のレベルを理解し次のゲーム制作に活か

すことができた。 

 

 

その他の活動と評価 

現在、2017年度福岡ゲームコンテストに向けたゲームを制作中。主要なメンバーを集め、

3 月末のテスター完成に向けて活動を始めている。活動期間は来年度 6 月末を予定してい

る。 

また、本ミッションと直接関係はないが、昨年度公開したゲーム「STEALTH LOVE」が多方

面から高い評価を得て、以下のような様々な場で宣伝をしてもらった。 

① オンラインソフトウェア紹介サイト「窓の杜」の特設ページ「“ニコニコ自作ゲームフ

ェス 5”お勧め作品ピックアップ」に掲載。(2015/6/12) 

② ニコニコ動画に「STEALTH LOVE」を題材にしたゲーム実況動画が複数アップロードさ

れる。 

③ 情報雑誌「iP!」2016年 4月号のフリーゲーム特集に掲載。 

 

問題点と今後の展望 

今年は制作ゲーム本数が去年と比べ少なかったが、これは制作チームの人員管理が不明

瞭かつ、現在の団体の環境に対応できなくなったこと、チームメンバーの不測の事態(突然

の音信不通等)の事態に対応しきれず、開発が長期化したことが考えられる。 

これらに対し、団体では制作チーム運営方法を明瞭化。不測の事態への対応をチーム単位

でカバーする意識作りを行う。 

今後の展望としては、今まで以上にプロジェクト全体の技術の底上げとマネジメント能

力の向上により、ゲームの完成度を高め、制作本数を増やすことが考えられる。 





 

  





 





 

 



 

 

 

 

 

 



昨年の活動からスポンサーを獲得できました。今年も様々なイベントに参加し、多くの方々と交流し、
地元で愛される、強いチームとなれるよう頑張っていきます！

広報担当：田倉江莉・森脇瑠美・河村芽依

公開体験学習
・子どもたちに科学やモノづくりの楽し

さを伝える
・ミニソーラーカーで遊んでもらうこと

で身の回りの科学に触れてもらう

Panasonic Living SHOWROOM 展示
・地元企業との交流

・ショウルームに来た多くのお客さんに
興味を持ってもらえる

和歌浦ベイマラソン with ジャズ
・ベイマラソン参加者を入り口でお見送り

・他府県のマラソン参加者とも交流

南紀熊野サテライト
・ミニオープンキャンパス

・地域住民や、大学を目指す学生などと
の交流

私たちは：地域イベントに積極的に参加し、
地域住民や子どもたちとの交流からモノづくりの楽しさを伝える。

地元の大学でソーラーカーを作っているということを知ってもらう。
またプロジェクトの知名度の向上、スポンサー獲得を目指す。

～2015年度の活動～



 

 

 

 

和歌山大学ソーラーカープロジェクト 
 

広報ミッション 
 

ミッション報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者：観光学部二回生 森脇瑠美 

ミッションリーダー：観光学部二回生 森脇瑠美 

ミッションメンバー：観光学部三回生 田倉江莉 

観光学部一回生 河村芽依 

 

 

 



1. はじめに 

広報ミッションが立ち上げられたきっかけは、プロジェクトの予算だけでは賄いき

れないものを自ら資金調達を行い、捻出していく必要があるという背景からである。 

 

 

 

2. 目的 

和歌山大学ソーラーカープロジェクトの知名度の向上、及び和歌山大学の知名度の

向上を目的とする。 

 本ミッションは、和歌山県の地域住民や企業への広報活動を行い、科学普及やスポ

ンサーの獲得を図るものである。 

 

 

 

3. 目標 

 スポンサーの獲得 

 

 

 

4. 活動内容 

学内外のイベントへ参加し、地域の子どもたちに対する教育活動も行う。また参加

企業へのアピールの場となる。 

企業まわりに持参するパンフレット作り。 

 Facebookなど SNSでの積極的な宣伝。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 平成 27年度の活動 

 

① 11月 15日 公開体験学習 

 

     和歌山大学内シンボルゾーンにて行われた。ソーラーカーの展示とミニソーラ

ーカーのラジコンで実際に子どもたちに遊んでもらうことで身の回りの科学に触

れてもらい、科学やモノづくりの楽しさを伝えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 11月 21日.22日 Panasonic Living SHOWROOM 展示 

 

     和歌山市中之島にあるパナソニックリビングショールームで展示を行った。両 

日ともに普段、学生と関わることがない方、モノづくりというものと縁がない

方、地元住民、多くの方々に地元和歌山の大学でこのようなプロジェクトがある

ということを知ってもらえる機会となった。 

     地元企業の方々との交流ができ、我々に興味を示してくれたことが大きな進歩

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 11月 29日 和歌浦ベイマラソン with ジャズ 

 

     ベイマラソンの参加者を入り口でお見送りできる場所に展示。これから走る

方、帰ってきた方、応援に来た方、足をとめ、話しかけてくれる方がとても多か

った。「走る」というつながりのある者が集まっているためか、ソーラーカーに

ついてや、国際レースなどよく見ている方が多く認知度はかなり上がった。 

 また、他府県のランナーとの交流もあり、和歌山の大学で学生が主体となり活

動していることについて、面白いと話を聞いてくれる方も多かった。 

 運営の方にぜひ来年も着てもらいたいと声をかけてもらえたことが、この日多

くの方に知ってもらえた結果あると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 12月 13日 南紀熊野サテライト 

 

ミニオープンキャンパスと名づけられたイベントにて、展示を行った。当日は

地域住民、大学受験を控えた学生や、地元の中高生が多く集まり、同世代の人と

交流ができる貴重な機会であった。 

 

  

 

 

 

 

6. 活動結果 

 以上の積極的な広報活動により、興味を持ってくれた地元企業さんがスポンサーと

なってくれることに決まった。目的である新規スポンサーの獲得が昨年度の大きな結

果である。このことから、広報活動の重要さを改め、重ねてこの広報ミッションのあ

り方を考えるようになった。目標氏金額に近づいたが、少し足りない。レースで優勝

するためには、これに満足せず、しっかりと安定していくために改善や経験を積み、

知名度向上、スポンサーの獲得をこれからも目指していく。 





 

 

 

 

 

和歌山大学ソーラーカープロジェクト 

電装系ミッション 

2016年度 成果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山大学ソーラーカープロジェクト 

尾上克也 

請川遼 

高橋 優太 

河野 謙哉 

 

指導教員 鈴木 新 



1．背景・目的 

 資源の枯渇，地球温暖化等により新たなクリーンで安全なエネルギー資源の需要が高ま

っている．そこで，ソーラーカー製作を通し新たなエネルギー資源である太陽光発電の技術

について学ぶ．また，大学で学んだ回路設計，材料力学の分野を活用し，ソーラーカー設計・

開発を行うことで，座学だけでは身につかない，より実践的な技術を学ぶ．同時に広報活動

を通して学生主体の活動力を身に付ける． 

 

 

2．実施内容（活動内容，実施方法，方法・手段，開発状況など） 

 [新入生の加入]   

2015年度になり，本学に入学した新一回生に対して積極的に勧誘を行った．結果，現在 2

名の 1 回生が在籍しており，プロジェクトメンバーの人員増加による作業効率の向上に寄

与した． 

 

[6月 12日 ソーラーカーレース鈴鹿試走] 

 6月 13日のソーラーカーレース鈴鹿試走では，ドライバーの技術向上、マシンの性能点検

を行った．この試走で発覚した問題点をタスクとして挙げ，8月 1日のソーラーカーレース

鈴鹿までに改善を行った．この時点で発覚した問題点として，速度データの回収失敗，振動

によるノイズの問題が挙げられる． 

 

 [6月 18，19日 ミッション審査会] 

 本年度のミッション到達目標として，安全な電路設計・製作，バッテリーの性能比較，パ

ネルの性能比較，マシンデータの取得とその利用の計 4 点を掲げた．助成金として電装系

ミッションでは 30,000円を獲得した． 

 

[8月 1日 ソーラーカーレース鈴鹿本選] 

ソーラーカーレース鈴鹿本選 EnjoyⅡクラスに出場した． 当チームは総合 10位、クラス

7位となり，過去最高の結果が得られた．本大会での走行データ解析により，走行戦略のさ

らなる改善が見込まれた． 

 

[11月 15日 公開体験学習会] [11月 21日 Panasonic展示] 

[11月 29日 和歌浦ベイマラソン展示] [12月 13日 南紀熊野サテライト展示] 

上記の出展では，ソーラーカーの展示と一回生を主体としたミニソーラーカーの展示を行

った．電装系ミッションでは，ミニソーラーカーの電装部分を担い，一回生の知識・技術向

上を図った． 

 



 

図.1 展示での様子 

 

 [2月 29日 成果報告会] 

 成果報告はポスターセッションで行った．電装系ミッションのポスターは図.2の中央であ

る．今年度の活動として，新パネルの性能調査，配線図作成，電装部品の設置・製作，走行

データの解析の四点に焦点を絞り，発表を行った． 

 

 

図.2 成果報告会での様子 

 



3．結果・成果 

  電装部分におけるコックピットのドライバーの安全確保の為，マシンの外部からブレー

カーを落とす事が出来る機構，ヒューズの設置を行った． 

バッテリーの性能評価として，以前使用していたバッテリー(Panasonic 社,LC-P1220J)

と現在使用しているバッテリー(Panasonic社，S46B24R)を比較したところ，モーターを最

大効率で使用するには前回のバッテリーでは電圧が合わず，また最大容量が以前のものに

比べて，大きくなった． 

パネルの性能評価として，以前のパネルが最大効率 30Ahであることに対して，新パネル

では最大効率 180Ahとなり，約 6倍の効率となった． 

マシンの走行データの取得としては，電流電圧データの取得，速度のデータ取得を目標と

していた．試走・本選共に取得する予定だったデータの内，電流電圧データは取得できたが，

速度のデータ取得は出来なかった．この原因としてマシン走行時の振動によるノイズが考

えられる． 

 

 

4．今後の課題・展望（今回見つかった問題点，今後の予定など） 

 今年度までの活動における課題は，走行データの完全な取得である．取得できなかった原因を解明

し，走行データを得られるようにする．また，現段階では走行データの総量が少ない為，走行データ

の取得数を増やし，より詳しいマシンのデータを得る必要がある． 

展望として，テレメトリシステムの開発である．現在のデータ取得はデータロガーを用い，バッチ

的に取得しているが，リアルタイムに走行データを取得可能になれば，レース時のエネルギーマネジ

メントが向上し，省エネルギーの走行が可能になる．  
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ノーリツ鋼機株式会社  株式会社和光ケミカル  ロータリークラブ  

イコマホビー  株式会社ミスミ 白浜町役場  南紀白浜空港管理事務所   

和歌山県  和歌山県立紀北工業高等学校 和歌山県立和歌山工業高校 

浪越エレクトロニクス 

 

 

 

 



6．付録 

 

図.3 マシン配線の概略図 



 

 

 

図.4 以前使用していたバッテリー(Panasonic社,LC-P1220J) 

 

 

 

図.5 現在使用しているバッテリー(Panasonic社，S46B24R) 

 

 



リーダー：システム工学部 後井
作成者：観光学部 坂田

今年度の活動
我々ソーラーカープロジェクトでは，毎年開催されているソーラーカーレース鈴鹿に参戦，
優勝できるマシンの製作とチームマネジメントを行っています。
ソーラーカーレースはF1などのエンジンを使ったレースのように，「速さ」が求められるわけ
ではありません。バッテリーに蓄積された電力を効率的に使い切り，太陽光パネルの発電
量，残された電力を計算しながらレースを展開する必要があります。まさに「速いだけでは
勝てない世界」なのです。
我々のプロジェクトの中でも，「いかに効率的に走るか」をメインで考える当ミッションに課せ
られた使命は，「走行中のあらゆる抵抗の削減」と「ドライバーの安全確保」の２つです。具
体的には，限りなく抵抗の少ない足周りの設計とインホイールモーターの導入，カウル（外
装）とメインフレームの設計し直しです。昨年度から設計，製作に１年を費やし，一から高効
率のマシンを作り直しました。
レースの結果はクラス順位７位と過去最高記録を樹立。しかし，人材マネジメントがうまく
機能していなかったため，マシン自体の性能はフルに引き出せてはいませんでした。
改善できる点を洗い出し，マシンに更なる改良を加え，チームマネジメントも向上させ，来年
度こそクラス優勝できるよう活動していきます。

来年度の活動
今年度のマシン外装は強度不足により破損しているので，そこの強化がまず先決です。

データのロギングシステムも今年度はうまく機能せず，結局手計算でのみの記録しか残せ
ませんでした。来年度はあらたにロギングシステムを変更し，再来年へつながるデータを獲
得することを目標とします。



ミッション最終報告書 

クリエソーラーカープロジェクト 

省エネルギー走行ミッション 

ミッションリーダー：システム工学部光メカトロニクス学科二回生 後井宏亮 

 

・ミッションの目的： 

 ソーラーカーレースでの極低燃費走行の挑戦と安全性の追及 

・実施方法： 

  私たちはレース走行での極省燃費走行への挑戦を空力というテーマを主題にお

 こなう。 

  現在のソーラーカーレースでは、極限にまで軽量化されたフレーム、耐衝撃能

 力の低い外装をまとい、80km/h,90km/h で走行する。モーターとバッテリーの

 性能の向上により、年々平均速度が上がっている。そこで我々は大会での好成

 績を狙え、かつ万一のクラッシュ時に安全を確保するマシンの製作を行う。 

・今年度の活動： 

 1. 鈴鹿サーキットでの国際レースの出場 

 2. ライセンス講習と技術の継承 

 3. ミニソーラーカーの購入・作製 

 4. 現ソーラーカーの製作 

 5. 購入物品等、予算配分の使用について 

 

1. 鈴鹿サーキットでの国際レース 

 昨年 2015年 8月 1日に鈴鹿サーキットで行われた、ソーラーカーレース鈴鹿に出場しま

した。結果は、総合で 10位、クラス 7位となりました。昨年度レースに出場せず、昨年度

から今年度にかけてずっと作り続けてきた新しいマシンでのレースで、優勝こそは逃しま

したが、和歌山大学ソーラーカープロジェクトとして過去最高の成績を収めることができ

ました。ただし、このレースでのデータ取得はあまり成功したとは言えませんでした。我々

ソーラーカーチームは、一周ごとにドライバーがラップタイムを言うという形をとってい

ますが、レース中ほぼ常に積算電流が上昇していくという現象が起きました。これは実際

にはありえないことで、電装系の設計時に回路の組間違いが生じ、最終的にデータとして

残しておく時に全て手計算で求めることになりました。また、レース中に正しいデータが

本部に送られてこなかったということで勘違いして、変に速度の上げ下げを指示してしま

ったということがありました。これは燃費の低下を生みます。いかに無駄なエネルギーを

なくして走行するかということを考えると、こういう小さいことにも目を向けてなくして

いければ、より良い走りになると思います。データ分析という点において、これを解決す

るために、来年度は新しいロガーシステムを購入し、電装系は特にそうですが、必ず複数



人が一緒にわかった中で作業を進めていくことで、ミスを減らしていこうと思っています。

今年度は、電装系がわかる人が一人だけしかいなかったこともあり、なかなか作業が進ま

ず、また誰も助けられず、間違っていてもわからない状況でした。今後は、電装系と連携

してより正しいデータ取得に努め、より効率的で省エネルギーな走行ができるようにしま

す。 

 ところで、来年度のレースを行う上で、もう一つ掲げていた目標として、ドライバーの

育成というものがありました。今年度、鈴鹿サーキットでのレース以来実車走行はまだ行

えていませんが、今年度の最後に試走会を行うときに新しいドライバーの育成と、新たな

データの取得を目指しています。今年度のレースではピットインの回数が多かったことで

時間としてかなり大きなロスを生んだと思います。ドライバーの育成で、ピットインの回

数を減らし、さらなる時間の短縮、エネルギー消費の削減を行い、最終的には本番のレー

スで優勝を狙えるような走りをめざします。 

 また、マシン強度に関してですが、もともとこの省エネルギー走行ミッションは前年度

の「機械系ミッション」と「外装系ミッション」の流れを引き継いでいるので、実施方法

のところに空力をテーマに、と書いていましてが、機械系の点ではマシンの強度も今年の

大きな主題の一つでした。今年度のレースで新たなマシンを作製するにいたって、先代の

マシンでは第一ロールバーをドライバーの視界確保のために低くしていましたが、今回の

マシンは第一ロールバーを少し高く作製し万一の転倒時でもドライバーの安全がきちんと

確保できるように設計しました。また、外装系の点では、今回のレースの終盤で、左前方

のカウルが一部破損するということがありました。原因は他車との接触でした。大事には

至りませんでしたが、やはり今回破損したという事実を真摯に受け止め、より強度があり、

なおかつ極力マシン重量に影響を与えないようなマシン作りをしています。そのために、

強度と軽量化の両方を兼ね備えたカーボンを使用しようと思っています。今年度の予算で

も¥66,458 をカーボンシートの購入に充てました。また、購入物品の一つ、スチレンボー

ドに関しても、今後カウルを大きく変更するときや、新たにマシンを作製するときのため

に購入しました。 

↑今回のレースで破損した部分 

 

 来年度のレースでは必ず優勝できるように、今年度の反省を生かし日々活動していきま

す。 

 



 

2. ライセンス講習と技術継承 

 今年度、ソーラーカープロジェクトに入った一回生は時間を見てしっかりとライセンス

講習を受け、修了しました。技術継承の一環として、全員で何か一つ旋盤を使って部品を

作るという話になったのだが、各々の時間の都合と他で進めているものの都合により、結

局、機械製作の点における技術継承はあまり進みませんでした。 

 しかし、カウル（外装系）を製作していくにあたって、化学薬品の調合の方法や割合な

どを学ぶことが出来ました。また、これはほんの少し手伝った程度ではありますが、今年

度の鈴鹿サーキットでのレースで取れたデータの管理について、その担当であった上回生

の方に少し教えていただきました。来年度は私たちの代がこのデータ管理をすべて自分た

ちでやることになるので、上回生の方に少しずつ教わりつつ、自分たちでも勉強してきち

んとしたデータをより早く全員に示せるようにしようと思います。鈴鹿サーキットでのレ

ース以降、試走を行っていないので新しいデータはありませんが、今年の三月に試走会を

行うのでその時に取れたデータをきっちり分析できるように指導してもらい来年のレース

の後にきちんと分析できるようにしたいです。また、試走会の時に取れたデータを今年度

の鈴鹿サーキットでのレースと比較し、来年度やそれ以降のレースに向けて反省・考察し

て行きます。 

 また、今回外装系（カウル）の作製において、設計やシミュレーションにおいて中心的

だった方が来期から大学院生となるため、新たに CADを使用しシミュレーションなどをメ

インで行っていく人材の養成を行っています。その方から直接教わる機会は少ないですが、

今のマシンの空力を少しでも良くするために勉強しています。また、このことに関して、

昨年の 8 月末に Solid Works 主催のシミュレーション体験講座のようなものを一・二回生

４人で受講し、空力のことや 3D CADによるシミュレーションを学ぶことができました。

今年度は、予定していたように空力に関して具体的にシミュレーションを行ったり、大き

な形状変形を行うことはありませんでしたが、今後ドライバーの変更に伴うキャノピーの

再製作の時にシミュレーションなどを使って空力を考え、それに沿ったマシン製作を行っ

ていくことで、より省エネルギーな走行を目指します。 

 

3. ミニソーラーカーの購入・製作 

 今年度の大きな目標の一つとして、ミニソーラーカーの製作というものがありました。

目的としては、前の第二項で挙げた技術継承がメインです。現マシンは今の三回生の方が

設計したものなので、今回のミニソーラーカーは二回生が主となって設計などをしていく

という形で進めていきました。実際、二回生が設計するところまで進み、そこから 2D CAD

におこしていくというところまで行きましたが、それ以降の 3Dシミュレーションを行くこ

とができませんでした。原因として、時間がないなかとはいえ、計画性がなかったと思わ

れます。九月の中旬にミニソーラーカーを購入したにもかかわらず、それ以降の作業がど



うしても進まなかったのは具体的にきっちり期日を設けなかったことや、他ミッションと

の連携がうまく取れずに、こちらの作業が後回しになっていったことなどが挙げられます。

来年度以降は、新しく入ってくる一回生と今年度あまり機械工作をできていない新二回生

への技術継承をメインに、ミニソーラーカーの製作を行っていきます。さらに、来年度以

降のイベントなどで、デモ走行や展示などに積極的に活用していこうと予定しております。 

↑今後使用していくミニソーラーカー 

 

4. 現ソーラーカーの製作 

 今年度のレースで使用したマシンは、先の第一項でも書いた通り、一部カウルに損傷が

ありました。そこの修復と、またキャノピー部の再製作を行っています。カウル破損部の

修復ですが、これは春期休業中も修復していて、今度の試走会に間に合うように作業中で

す。レースで接触によって破損したので、今回はドライバーを守るという点においても強

度のあるものを作製しています。またキャノピー部の再製作に関しては、来年度のレース

でドライバーをする人の身長やそれによって問題となってくる空力などを考慮し作製しま

す。 

 

5. 購入物品等、予算使用方法 

 ・スチレンボード 6枚 ¥14,014 

 （株式会社エガワにて、ミラーボード H 3x6判 厚さ 7mmを六枚） 

 ・ラジコン  ¥3,280 

 ・バッテリー  ¥105,000 

 （単価¥21,000のものを 5つ購入） 

 ・カーボンシート ¥66,458 

 ・ねじ用トレイ ¥1,248 

 



 スチレンボードは前述しましたが、現マシンを改良するときと今後新マシンを製作して

いくときに使おうと考えています。 

 ラジコンは、公開体験学習で出品するために一年生が主体となって改造したものです。

これは一年生に技術を学んでもらおうというのが主な目的です。 

↑公開体験学習で使用したラジコン 

 

 バッテリーは来年の鈴鹿サーキットでのレース用に購入しました。毎年、バッテリーは

新しいものを購入しているのですが、これは毎回レースに使用するのに限界まで電池を使

うと次回使用時に電池が最高のパフォーマンスができないからです。 

 カーボンシートは、今回のレースで破損したところの修復に使用する予定です。また、

今後マシンを改良していくにあたって、特に空力においてカウルの変更を行う場合は大量

に必要になってくると思われるので購入しました。 

 ねじ用トレイは、今まで使っていたものがだんだん老朽化してきたので、新しいものを

購入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑新しく購入したねじ用トレイ（黒・橙）、古いねじ BOX（赤） 

 





和歌山大学クリエ映像制作プロジェクト 

映画制作ミッション     作成者：ミッションリーダー 谷村里穂 

 

1. 目標 

・「第 10回 TOHO学生映画祭」での入賞 

・クリエ映像制作の映画制作としての基盤を作る 

 

2. 目的 

 「第 10 回 TOHO 学生映画祭」で入賞するための短編映画制作を目的としている。この

映画祭を選んだ理由としては、映画制作はクリエ映像制作プロジェクトの中で始まって間

もないため、まずは学生の中で競っていきたいと思ったからであるのと、この映画祭は学

生を対象とした映画祭の中では本格的なものであり、より高いレベルを目指せるのではと

考えたからである。 

ミッションメンバーには映画制作を通して撮影技術はもちろん、構成や演出などの作品

をまとめ上げる力や、撮影場所の許可や役者とのコンタクトをとることなどを通してコミ

ュニケーション能力も培っていくことも目的としている。 

また、映画制作は昨年度から本格的に始まり、企画の進め方や撮影方法に不安定な部分

があり、映画を制作するのだけで精いっぱいという状態であるため、映画の内容や演出に

時間をかけることができていなかった。そのため今年度はクリエ映像制作としての映画制

作の基盤を作り、来年度からはより映画の質に重点をおけるように、企画の進め方や撮影

方法を大きく見直した。 

 

3. 活動内容 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左図）映画制作スケジュール 



 

昨年度からの企画の進め方の変更点として大きく２つある。まずミッションメンバーを

大きく「演出班」と「撮影班」に分けて活動した。これは昨年度ミッションメンバー全員

ですべての活動内容に参加したため、人数が多くまとまりにくいことがあり、情報伝達が

うまくいかないことが多かったため、撮影や準備がスムーズにいかないことがあった。演

出班と撮影班に分けることによって、演出班は映画の内容や演出に集中し、撮影班は撮影

練習や方法に集中することによって、企画がスムーズに進むと考えた。 

 

演出班 

 演出班はプロデューサ、監督、助監督、演出、脚本、絵コンテの担当者で構成され、撮

影の前段階の映画の内容や演出について話し合いを進めた。まず脚本候補をメンバー内か

ら集め、５つの中から投票で「僕の彼女」に決まった。その後演出班の中で役割を決め、

週一回のミーティングで脚本改定を行い、ロケ地や演出内容、役者について話し合った。

脚本に関しては副担当教員である木川先生にもアドバイスを頂いた。役者はまず学内で募

集をかけたが思ったように集まらず、ミッションメンバーから 1 人、外部から３人、学内

の方にも 1人出演を頼むと引き受けてくれた。 

 

（上写真）ロケハン写真とロケハンの様子 

 

撮影班 

 撮影班はカメラ班、照明班、音声班で構成されている。カメラ班は今回の映画でドリー

（水平にパンやズームを行う際にカメラを乗せる台）を多く使用したため、主にドリーの

練習中心となった。照明班は、新しく照明に関しての本を購入し、その本を使って照明の

基礎知識をつけた。音声班は機材の使い方や音声チェックの方法の他に、ＢＧＭ探しや音

声ソフトを使っての音声編集も担当した。 

 

昨年度からの変更点２つめは、総合練習に重点を置いたことである。総合練習とは撮影

本番さながらに撮影を行うことである。撮影本番では全員の集中を役者の体力の関係上や、

また屋外での撮影では天気の変動もあり、時間がかかると作品の質に影響があるため、撮

影時間をかけすぎてはいけない。そのため総合練習を行い、改善点を見つけ、撮影本番が



スムーズに行えるようにした。昨年度は総合練習を数シーンに絞って行ったが、練習をし

ていないシーンで現場が行き詰まり、撮影に時間がかかってしまったため、今年度は総合

練習を全シーン設けた。 

 

（上写真）総合練習の様子 

 

 総合練習が終わり変更点をまとめ、9 月末から撮影本番が始まった。撮影には毎回 10 名

前後が参加し、エキストラが必要なシーンでは、プロジェクトメンバーの他にそれぞれ知

り合いを呼び人数を集めた。10 月前半で撮り終える予定であったが、悪天候や撮り直し、

撮影時間の延長が原因で１0月後半までかかってしまった。 

 

 編集では、今年度新しいソフトを２つ購入した。一つは「Magic Palette Looks 3」とい

う色調編集ソフト、もう一つは「RX4」という音声編集ソフトであり、この二つを使うこと

で映画のクオリティアップを試みた。編集担当者は主に 5人設け、1年生が仮編集したもの

を上級生が完成させるという形をとった。新しいソフトを導入し使いこなすことに時間が

かかってしまい、完成時期が遅れてしまったが、映画祭の締め切りまでに提出することが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上写真）アフレコの様子 

 

～映画概要～ 

大学生の大西悠太には少し変わっている彼女の和子がいる。ある日悠太はかわいい後輩に

好意を持たれ、友達からあの後輩の方がいいと言われたことをきっかけに、和子のことが



本当に好きなのかと思い悩む。しかしある些細なことをきっかけに、答えはすでに自分の

中にあることに気が付く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真上）映画のカット 

 

４．結果・反省 

映画祭の結果は 3月末に発表される。 

映画制作の土台を作るという点では、昨年度よりも撮影や準備はスムーズにいったと思

うが、撮影時間はまだかかりすぎており、来年度も準備段階の進め方や撮影方法を改善す

る必要があるため、土台が作れたと言い切れる結果にはならなかった。制作がスムーズに

行えるようになると、映画の内容や演出により時間をかけることができるようになる。ま

た 1 年間に制作できる映画の本数が増えるとメンバーの経験数が増え、映画のクオリティ

が上がり、チームとしても今後力をつけることができてくると考える。そのため来年度も

映画制作の土台を作るという点に重点を置き、今年度の反省を生かし、来年度の映画制作

をよりよいものにできるようにしたい。 

撮影に時間がかかってしまった理由として、メンバーの知識不足、技術不足が挙げられ

る。カメラのセット、照明を照らすことに時間がかかってしまい、また演出方法など撮影

現場で悩んでしまうことがあったため時間がかかってしまった。来年度からは企画と同時

進行でこれまで以上に映画に関しての勉強会、機材練習会を開く必要がある。しかしミッ

ションメンバーでの週一回のミーティングの時間を合わすだけでも大変だったため、時間

を増やして行うことは難しい。限られた時間の中での時間の使い方が重要になってくると

考える。また、考えていたカットを撮ることが自分たちの技術力、機材では難しく、それ

が理由で時間がかかってしまったこともあったため、今ある技術力と撮りたいカットのレ

ベルを合わせることも必要だと分かった。 

映画のクオリティに関しては、新しいソフトを２つ導入し、脚本もより短編らしさを意

識したため、昨年度よりはレベルアップしたのではと考える。またエンディング曲も和子

役の川原千佳さんに制作をお願いした。来年度よりレベルアップするためには、これまで

の勉強に加え、映画制作に関する講習会や講演会に参加する必要があると考える。これま

では本やネットの情報を参考に活動してきたが、それだけでは、映像に特化した学部や学



科がない大学の学生としての限界が見えてくると考える。映画祭の入賞作品の出身大学の

ほとんどが映像に関する勉強ができる大学となっている。やはり直接体験し、話を聞くこ

とでしか学べないことがあると考える。このような講演会は有料のものが多く、有志での

参加になるとは思うが、クオリティアップのため積極的に参加する必要があると考える。 

 

5. 感想 

 私は今年度の映画制作で監督、脚本、プロデューサを務めさせて頂きました。1年間を通

して映画制作に密に関わり、大変なことや思い通りにいかないことが多かったですが、自

分で書いた話が映像化することができたことの感動のほうが大きかったです。ミッション

リーダーになることで大きな責任感を持ち、また監督として自分の感性と向き合うことが

多く、私自身大きく成長することができたと思います。この経験を今後の生活や創作活動

で生かしていきたいと思います。 

 最後に、協同教育センターをはじめとして、当ミッションにご支援・ご協力いただいた

全ての方々に心より感謝いたします。 





和歌山大学クリエ映像制作プロジェクト 

ドキュメント制作ミッション 

作成者・ミッションリーダー 吉村光 

 

１．目標 

● スケジュール通りに作品を完成させる。 

● NHK 全国大学放送コンテストの映像番組部門で入賞する。 

 

2． 目的 

ドキュメントとは、実際にあった事件などの記録を中心として、虚構を加えずに構成さ

れた映画・放送番組や文学作品の事である。クリエ映像制作プロジェクトでは初代の先輩

方が高校生のロケットの打ち上げに密着し、NHK全国大学放送コンテストにおいて優勝と

いう素晴らしい結果を残した。そこから現在に至るまで、クリエ映像制作プロジェクトで

はドキュメント作品を作り NHK全国大学放送コンテストに提出している。しかし、どの映

像作品にも共通していることだが、映像作品のターゲットは誰か、また、ターゲットに作

成者側が意図するメッセージを伝えられるかどうかは非常に難しい。自分達が作りたい作

品を作るのはこちら側としては楽しいが、入賞することは難しくなる。求められるものと

作りたいものが一致していればよいのだが、なかなか一致しない。そして、NHK全国大学

放送コンテストの映像番組部門で入賞することができたのも初代の一度のみである。 

ドキュメント制作を通して、NHK全国大学放送コンテストでは何を求められているかとい

うニーズを読み取り、そのニーズにあった作品を作成することで、各個人の成長に繋がる

のではないかと考えている。各個人の成長は、クリエ映像制作プロジェクト全体のレベル

アップにもなる。ドキュメント制作ミッションでは、ターゲットを明確にし、ニーズに合

った作品を作ることを目的とする。また、ドキュメント作品は人々の心に残るものでなけ

ればならない。作成者側の意図がどのようにすれば伝わるのかを考えて作品を作る必要が

ある。 

 

３．主な活動内容 

ドキュメント制作ミッションでは、カメラや広域マイクを利用して撮影と録音を行い、

それらを編集してドキュメント映像作品を作り上げる。また、新入生たちに映像制作に関

わってもらい、ドキュメントを作るにあたって必要な作品構成を共に考え、カメラや編集

の基本操作などを学んでもらう。9月上旬に作品提出締切の「NHK大学放送コンクール 映

像番組部門」に作品を提出して入賞を目指す。 

 

4． 具体的な活動内容 

機材講習会 



6・7月に基本的な機材の使い方を学ぶ為に行う。クリエ映像制作プロジェクトの CM制

作ミッションでも挙げられているが、ドキュメントも CM制作と同じ時期に進められる

為、一緒に機材講習会を行う。昨年度と同様、映像制作に関わった事のある 1年生がほと

んどいなかった為、カメラや広域マイクの基本操作、映像の編集方法を 2年生が中心とな

り、1年生に伝える。2年生でも覚えていない操作や分からない操作があり、2年生同士で

も教え合った。1年生にとっては映像制作の基本の取得、2年生にとっては復習すること

ができた。 

 

ミーティング 

4〜8月の間、週に 1回、昼休憩か授業の 1コマ分の時間を使って行った。内容として

は、作品の構成を話し合ったり、進歩状況の確認や報告を行った。ミーティング前に何を

話し合うかをあらかじめ伝えてからミーティングを行うようにしていたが、話し合いが進

まないことも多々あった。 

 

取材先・テーマ決め 

3月〜5月の間に取材先とテーマを決め、取材先にアポをとった。昨年度同様、3月から

の開始と遅くなってしまった。今年度は高野山で僧侶をしているクルトさんに取材協力し

ていただいた。 

 

取材交渉 

5月に企画書を作成し、取材先のクルトさんにプレゼンテーションを行った。この時点

で、作品構成をしっかりと考える必要があったが、その後の撮影状況や実際にインタビュ

ーを行うと構成を変えざるを得なくなった。 

 

構成決め 

4〜6月に作品の構成を考えた。6分以内の作品というわずかな限られた時間では起承転

結を意識して構成を考えなければならない。この構成により、必要な映像が決まってくる

のだが、ミーティングを行っていくうちに変化し、また映像を撮影してから予想と違った

等が起こった。 

 

撮影場所の許可申請 

6月に許可申請に必要な書類を作成した。今年度の作品は高野山で撮影を行った為、撮

影の許可申請を行い、撮影許可を証明する腕章を付けて撮影を行った。また、南海電鉄の

高野山駅の映像も必要だった為、そちらにも許可申請を行った。 

 

 



ロケハン 

6月にロケハンを行い、撮影可能範囲を確認した。高野山では特別な許可がないと撮影

不可の場所もある為、作品において必要な場所の確認を行った。また、取材協力者である

クルトさんが推薦する場所を教えて下さり、その場所も確認し撮影を行った。 

 

撮影 

6月〜8月にクルトさん達の活動風景や旅行者の方へのインタビューの様子を撮影し

た。声を掛けた方はほとんどがインタビューへ協力して下さった。外部と大きく関わるド

キュメント制作では礼儀正しく活動を行わなければならない。そういったところは成長で

きたと考えられる。また、クルトさんの 1日を追うということで、宿坊に宿泊して撮影を

行った。そのような経験は大学生活ではなかなか経験出来ない。各自が自費で宿泊し、出

費自体は高額だったが、良い経験になったのではないかと考えられる。 

 

編集 

6月〜8月に撮影した映像、音声の編集を行った。予定では早めに編集を終え、手直し

に時間を割くつもりであったが、実際に本格的に編集が出来たのは 8月であり、作品提出

の締切である 9月上旬の直前まで編集していた。早めの行動を心掛けていたはずが、全く

行動が伴っていなかった。また、編集に使用するソフトの調子が悪く、編集が順調にいか

なかった。そういった面も考慮して編集を行う必要があった。 

 

第 32回 NHK全国大学放送コンテスト出品 9月上旬に 6分以内のドキュメント映像作品

を第 32回 NHK全国大学放送コンテストに提出した。提出締切の直前に作品が完成した

為、もっと余裕のあるようにすべきだった。 

 

 



５．結果・成果 

第 32回 NHK全国大学放送コンテストに出品した結果、予選を通過することは出来なか

った。何故予選を通過することが出来なかったのか、その理由は 6の今後の課題・展望で

述べるとする。 

ドキュメント制作を行う事により、外部の方へ取材依頼をする時に必要な手順が学べ

た。企画書の作成は勿論の事、撮影の許可を得る為に許可申請を行った。また、最も重要

なのはその申請を行う際に、礼儀正しく振る舞う事である。礼儀というのは、社会に出て

からも必要な事であり、大学生活において、このような経験が出来るのは貴重な事であ

る。ドキュメント制作により、その貴重な経験が出来たと考えられる。 

 

 

６．今後の課題・展望 

今後の課題と展望を述べるにあたり、第 32回 NHK全国大学放送コンテスト映像番組部

門の入賞作品と講評を引用する。入賞作品は、全国大学電車ごっこ選手権大会決勝戦・映

画の足跡・ウイルスお掃除大作戦であった。また、講評は以下である。『まず発想・構

成・演出面について。我々が番組を作る時にまず前提としてあるのは、「誰向けの番組

か？」ということです。各種コンテストに参加される機会があるかと思いますが、誰向け

かということを意識されるとテーマが自ずと明確になるかと思います。仮に大学生向けな

ら、そのトピックに他府県の大学生が興味を持つか、目新しさがあるのか、制作前によく

よく考える必要があります。制作前に意見を求めても良いかも知れません。二つ目は技術

について。作品の中には、多彩な効果や機材を使ったものもいくつかありました。しか

し、ネットにいくらでも超絶映像が転がっている時代です。生半可な映像では、最早誰も

驚いてくれません。そこで提案なのですが、みなさんにたっぷりある「時間」を使った映

像で勝負してはいかがでしょうか。地元のとっておきの夕景や星空、四季折々の絶景は、

時間の限られているプロはなかなか取りきれません。キャンパス内だけでロケした作品が

ほとんどでしたが、法律を遵守した範囲内で、是非みなさんしか撮れない映像を見せて下

さい。意欲的な作品をお待ちしています。 

 

ドキュメント制作は外部の方の協力が欠かせないものであり、特に今回の撮影では取材

やインタビューを行う機会が多かった。協力していた方々は大学生活を送る中では関わる

事がない為、貴重な経験となった。撮影や編集過程では新入生だけでなく上級生も技術を

向上させることが出来た。しかし、作品の内容においては講評にもあるようにターゲット

の不明確さ、大学生ならではという視点が足りない事が原因で入賞には届かなかったと考

えられる。目的の欄でも述べたが、ターゲットの設定が甘かったと考えられる。高野山と

いう事で、県外の方達に魅力を伝える設定にしていたが、どうすれば良さが伝わるかとい

う事で、外国の方に協力していただいた。しかし、良さが伝わりづらい部分があった。そ



して、県外の方にというよりは、外国の方へのメッセージにもなっていた。また、講評に

ある技術の面では、高野山は昨年開創 1200年を迎え、取材の方が多く訪れていた。勿

論、技術的にも優れている作品が多かった。大学生ならでは、和歌山大学の学生だからこ

そ作れる作品を目指してテーマを決めるべきであった。外部の人からアドバイスしていた

だくという事を来年度は実施していきたい。自分達だけでは気付く事の出来ない視点で物

事を考えていきたい。更に、この 2つを改善すべく、来年度はドキュメンタリー作品につ

いての理解を深める為に、優れたドキュメンタリー作品を鑑賞し、どうすれば人々の心に

響く作品を作る事が出来るのかをチームで話し合いたい。そして、来年度こそ入賞を目指

したいと考えている。目標の設定に、スケジュール通りに作品を完成させる事があるが、

それは当然とし、入賞に向けて上記に述べた事を実践し日々努力していきたい。 

 

７．感想 

ドキュメント作品を作るのは難しいとミッションリーダーの引き継ぎの時に聞いていま

したが、想像以上に難しかったです。大学生から動画制作を始めましたが、初めての事ば

かりで、今回ドキュメント制作のミッションリーダーをさせていただきましたが、至らぬ

所ばかりで申し訳なかったと思います。学業と両立しながらも更にドキュメント制作への

勉強を行うべきであったと反省しております。私そしてチームとしての反省が来年度にも

生かせるように協力していきたいと思います。 

最後にドキュメント制作に協力してくださった先輩方、取材やインタビューに出演して

いただいたクルトさんを始めとする高野山に所縁のある方々、また予算審査会からアドバ

イスをしていただいたクリエの方々、日頃からクリエの運営に尽力してくださっている

方々に感謝し、成果報告書を終わりたいと思います。本当にありがとうございました。 
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和歌山大学クリエ映像制作プロジェクト 

短編映像の制作による後進育成 

作成：ミッションリーダー 和田涼平 

１． 目的 

このミッションの大きな目的は一年生が映像制作に慣れるというところにある。クリエ

映像制作プロジェクトに加入してくるほとんどの一年生は、映像制作というジャンルに携

わってこなかった学生である。しかし、分からないから何もしないのでは加入した意味がな

い。クリエ映像制作プロジェクトの活動において重要なことは企画・撮影・編集といった映

像制作のプロセスの把握やカメラ、編集ソフトの取り扱いに慣れることである。それらを一

年生に落とし込んでいくためには、一年生自身が自分の表現方法で映像制作をすることが

必要だと考えた。 

この「一年生が映像制作に慣れる」という目的のための小目的としてカメラ・編集ソフト

など各種機材の取り扱いに慣れる、コンテストや賞などの明確な目標(今年度であれば「My 

Japan Award 2015」)を立てることが挙げられる。 

 

２． 目標 

このミッションにおける大きな目標は知識・技能の定着と一年生の今後のクリエ映像制

作プロジェクトの活動におけるモチベーションの維持である。 

知識・技能の定着の主な内容はスケジューリングの管理や作品の企画の仕方、カメラの取

り扱い方など映像制作に必要な知識・技能を一年生が習得することである。またこの知識・

技能の定着はそのままモチベーションの維持へとつながると考える。モチベーションの維

持については、「My Japan Award 2015」への出展・入賞が主な内容である。目標も無くた

だやみくもに作品を作ったとしてもやる気が持続せず、作品を作っていても楽しくない。や

はり具体的な締切が指定されており、尚且つ作品のテーマが決まっている映像コンテスト

への出展、そして入賞を目指すことがモチベーションの維持へとつながると考えた。 

 

３． 主な活動内容 

My Japan 主催の「My Japan Award 2015」という映像作品のコンテストへの出展に向

けて、一年生を１つ２人～３人の班に分け、それぞれの班でテーマに沿った 30 秒程度の短

編映像を一本制作する。一年生はほとんどが映像制作未経験者であるので、その基礎となる

映像の企画・撮影・編集といってプロセスを把握した上で、それらを自分たちで行う。また

カメラの操作や照明の当て方、編集の方法などは二年生が講習会を開いて随時一年生に学

んでもらう。企画の段階では一年生だけでアイデアを出すことは難しいと考え、二年生が企

画会議に赴き、アイデア出しに協力した。また撮影に関しては二回生が補助として撮影に参

加したが、編集も含め、全体を通して一年生が主体となって制作を進めた。 
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４． 具体的な活動内容 

機材講習会 

カメラや照明、編集ソフトの基本的な取り扱い方を学ぶために行った。上述の通り、一年

生はほとんど映像制作の経験がないので、カメラに関しては電源や録画ボタンなどの本当

に基礎的な操作の講習行った。照明の講習については、より実践的な使用方法を学ぶために

薄暗くなった後でクリエ棟の裏手の駐車場で実際に照明を使ってどのようにすれば光をう

まく当てることができるのかという講習を行った。編集ソフトの取り扱いについては昨年

度に制作した映画の編集画面を例にとってソフトの機能や効率的な編集の方法について講

習を行った。 

 

        

 

 

ミーティング・絵コンテの作成 

一年生を１つ２人～３人の班に分けて、それぞれが企画・撮影・編集という３つのプロセ

スを踏んで一本の映像を制作するのだが、ミーティングはその企画に相当する。この企画の

段階が映像制作にとって最も肝心な部分である。そのため企画の期間は映像制作のプロセ

スの半分(約１カ月～２カ月)を要している。企画の段階では映像の中身の決定、作品制作の

スケジュールの管理を主に話し合った。映像の中身については同じ班の一年生がそれぞれ

に意見を交換してアイデアを出し合って決定した。今年度作品を出展した「My Japan 

Award 2015」は「世界がビックリする、日本のローカルな文化」をテーマに、典型的な日

本の文化しか知らない外国の若者をターゲットとしていた。そのため一年生はそのことを

意識した作品作りを、そして二年生は一年生がテーマから脱線しないよう助言を与えるこ

とを意識した。また絵コンテも企画の段階で作成した。 

 

出演交渉・撮影場所の確保 

今回のＣＭ政制作において人の出演が必要であったので、出演交渉が必要となった。しか

図１．編集ソフトの講習に使った編集画面 
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し、一年生の最初の映像制作であることと外部の方をお呼びして出演していただくような

予算もなかったために、主に一年生のメンバーが相互に各々の作品に出演することになっ

た。 

また撮影場所はほとんど大学の構内で行ったものであり、大学への届け出が必要になっ

た。ここに関しても一年生が直接学生支援課に直接赴いて許可を得た。またメンバーの自宅

をお借りして撮影を試みた班もおり、その際にはメンバーの親御さんにしっかりとお礼を

するようにとの指導を行った。 

 

小道具の調達・作成 

映像の撮影のために必要となる小道具を調達・作成した。どのような小道具を使うかは企

画の段階で決定しており、それほど手に入りにくい・作るのが難しいものでもなかったので、

この作業は比較的スムーズに進めることができた。 

しかし、メンバーの一人が偶然持っていた私物を小道具として使ったり、一人のメンバー

だけで小道具を用意したりするなど、今後の活動においてもっと用意に準備がかかるもの

に取り組む際に苦労するのではないかと考えており、反省すべき点であろう。 

 

映像の撮影 

撮影においては二年生が最低１人付き添って、一年生がカメラを正しく操作できている

か、安全に操作できているかの確認を行いながら作業を進めていった。上述の機材講習会で

は屋内や薄暗い屋外など、一定の環境下での講習であったため一年生が撮影環境の変化に

戸惑う場面もあった。そのときには二年生が助言して難を逃れたが、このように実際の撮影

を通してでしか分からないこともあるので、今回のようなトラブルも一年生の糧となった

と考える。 

 

編集 

撮影が終わった後は編集に取り掛かった。この編集作業においても班のメンバーで協力

して進めていった。この段階において編集作業の講習会で知った知識を自分で思い出し、絵

コンテのイメージ通りに撮影した映像を組み上げていくためにその知識を使うことで編集

に慣れることができたと考える。 

 

映像の手直し 

完成した作品をプロジェクト内の試写会で視聴して改善すべき点を見つけ、その点を撮

り直したり編集し直したりすることで手直しを行った。その後無事「My Japan Award 2015」

に出展することができた。 
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５． 結果・成果 

「My Japan Award 2015」の結果は、「すみません」という作品が第一次選考を突破した

ものの、入賞することはできなかった、というものであった。成果としては、映像制作の経

験が無かった一年生が実際に映像を作ることで映像制作がどういうものかを知ることがで

きた、カメラや編集ソフトに実際に触れて慣れることでその後の活動につなげることがで

きたという二点が挙げられる。このミッションにより、映像制作のことを知ることができた

だけでなく一年生同士の交流も行うことができたと思う。また二年生は一回生のときに学

んだことをもう一度思い出す機会にもなった。 

 

６． 今後の課題・展望 

クリエ映像制作プロジェクトは去年度にＮＨＫ全国大学放送コンテストの映像ＣＭ部門

で優勝していただけに、今回「My Japan Award 2015」一次選考突破という結果は残念な

ものであった。今回このような結果に終わった反省点は、スケジュール管理のいたらなさと

高すぎる目標の設定にあると思う。一年生は所属する学部がばらばらで、ミーティングをす

るにしてもなかなか時間を合わせることができていなかった。しかしそれは私が一年生の

ときでも同じだったので、ミッションリーダーである私の責任であろう。成果報告会のポス

ターセッションでもご指摘いただいたのだが、一年間のスケジュールをあらかじめ作って

おく必要があると感じた。目標設定についてもポスターセッションにて、入賞を 100％の目

標とできないような状況であるならばその目標を立てる意味はないというご指摘をいただ

図２．１班の作品「すみません」 図３．２班の作品「女子高生」 

図４．３班の作品「お弁当」 図５．４班の作品「母の愛情」 
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き、入賞を 120％、一次選考突破を 100％の目標とした方が良いと感じた。今回のこの反省

を来年度の活動につなげられるようにしっかりと新二年生にフィードバックしていきたい。 

 

７． 感想 

今回ミッションリーダーを務めて分かったことは、いかに他人を動かすことが難しいか

ということと、いかに年下とのコミュニケーションが難しいかということである。私は自分

で何でもやってしまう性質であり、このミッションにおいてもつい一年生の作業に首を突

っ込んでしまうということがあった。しかしこれは一年生を信用していないというわけで

はなく、むしろ良い作品を作ってもらいたいという一種の親心から来るものだと思う。もう

少し一年生を信頼していればもっと良い作品ができたのではないかと後悔している。 





期末報告書 

 

ソーラー四輪プロジェクト 

車体系ミッションリーダー 江龍田崇大 

 

 

1. 背景と目的 

昨年度に引き続き、車体の改良を担当するミッションとして今年度も車体系を設定し

た。また、今年度は 2年目となり下級生も加入したため「ドライバーや周囲への安全性

を追求した車体の製作をする中で、ものづくりの楽しさに触れる」を目的に 4 名で活

動した。 

 

 

2. 演習の内容 

2-1.バンパー部分の強化 

昨年行った「和歌山縦断走行」において、バンパー部分と支柱の接触により破損して

しまうことが起きた。その反省から、今年度は下図の通り既存のものに合わせる形で新

たにもう一本パイプを溶接した。 

 

2-2.バッテリーマウントの作製 

 今年度行った「北海道横断走行」では、電動アシスト機能を用いた。そのバッテリー

を置くスペースがなかったため、マウントをつくり、車体と接合することで場所を確保

した。もともとの重心が後ろによっていることが分かったため、車体の前方に設置する

ことでバランスがとれるような設計にした。 

 

2-3.ハンドルの高さ調節 

 4月に行った白浜の試乗会では、子供の体験乗車も多かった。今後、子供や女性など

様々な伸長のサイズに合わせて快適に乗車できるよう、ハンドルの高さを調節できる

ようにした。サドルシートの留め具を応用することで、既存のものを無駄なく使えるよ

うにできた。 

 

2-4.溶接講習 

 今年度は溶接のライセンスを取得するためのライセンスを取得したので、北海道縦

断走行後に講習会を行った。クリエ全体でも溶接ができる学生が少ないことが課題と

してあるため、できるだけ多くの学生に溶接の技術を教えることで、今後は学生の中で

継承できるような仕組みにできたらと思い取り組んだ。 



 

 

3. 演習の成果 

3-1.バンパー部分の強化 

 車体と接続するための部品にホール層を用いたり、円形部分の難しい溶接を要した

りしたため、新メンバーの技術向上につながることができた 

 

 

3-2.バッテリーマウントの製作 

 十分な場所が確保できず、足元の設置になってしまったが走行の支障はなかった。溶

接を教えた 1 回生に担当してもらったが、本番の部品をつくるという意味で緊張感を

もってできたため、良い機会になった。 

 

3-3.ハンドルの高さ調節 

 シートの高さ調節と連動させることで様々な方に乗車できるようなサイズにするこ

とができた。 

 

3-4.溶接講習 

 溶接は 1 回ですぐにできるようにならないため時間を要した。まずは波をつくると

ころから始まるが、それもできない学生もいた。何度も練習、手本を見ながらなど工夫

が求められる。実際にくっつける工程まで上達した学生も出てきたため、次は見た目が

きれいになるようなところまでできるようになることが必要になってくる。 

 



4. 反省と課題 

昨年度と同様、北海道横断走行前は製作がギリギリの作業になってしまった。特に、

バンパー部分は多くの溶接が必要となり時間がかかるため、連続での作業になってし

まいメンバーとの協働ができない状態になってしまった。また、昨年度から指摘されて

いた図面などの製作的ノウハウもなかなか蓄積することができなかったが、吉田先生

のご協力の元進めることができてよかった。製作の進行と技術の教育を両立させるた

めにも、余裕をもった活動が求められる。 

 

 

5. まとめ 

 今年度は、新しいメンバーも入る中で、作業を分配するのが一番難しかった。他の活

動と同時並行の学生が多いため、なかなかそろって活動することが少なく、ミッション

メンバー内でのコミュニケーションがうすかった。ひとりで活動する方が簡単だが、そ

れでは後輩が育たない、任せるところは任せて教えるところは教えるというバランス

を大切にして活動していきたい。また、「楽しくものづくりに触れる」ということを目

的にして 1 年取り組んできた。今年度は作業日程がぎりぎりになってしまったことも

あったため、楽しく学びのある活動が少なかったように感じる。もう少し余裕を持った

活動になるように、リーダーとしての役割が求められる。そして、今後は車体の製作も

活動できるメンバーが増えてきたため、クリエ全体の溶接技術向上に努められるよう

に溶接講習を定期的に行いたい。早くも来年度の活動計画を考え、4月の新入生を迎え

る準備をする。 



 

 

 

 

 

 

は 

 

 

南紀熊野サテライト、白浜のサイ

クルイベントに参加し、一般の方

に乗車体験をしていただきまし

た。そこで得られた意見を活動方

針に反映させています。 

 

昨年度プロジェクトのスポンサーになっていただいた

企業から継続的な支援を受けています。北海道縦断走

行では、自転車搬出用のトラックを貸していただきま

した。 

 

スポンサー 
 

イベント 

はこだて未来大学の先生、学生との交流会を

企画しました。4 輪自転車やお互いの大学生

活について話すことができました。 

交流 

NHK や新聞社の取材を

受け、プロジェクトの情

報発信を行っています。 

メディア 



ソーラー４輪自転車プロジェクト  

広報ミッション 成果報告書 
 

観光学部地域再生学科 2年 八木悠太 

・活動の目的 

当ミッションの目的は 4 輪自転車での長距離走行の成功や、イベントを企画す

ることで、2人乗りをいかした楽しさを学生だけでなく、一般の方にも共有して

もらうこと、またこの 4輪自転車が将来、観光地で利用されるように、様々な調

査を行うことである。そしてその活動を SNSやメディアを通じて発信し、より

多くの人に私たちの活動を知ってもらう。次に活動に必要な資金を集めること、

そのための資料やグッズを製作することを目的としている。 

 

・活動内容 

＊スポンサー 

 

 

 

 

 

 

こちらは昨年スポンサーになっていただいた、株式会社キナン様である。 

昨年はソーラーパネルの提供を受けたが、その縁もあり今年度は、サイクルイベ

ントにゲスト参加することができた。また北海道縦断においては 1.5t トラック

を20日ほど無償で貸していただき、大幅なコスト削減に成功した。現状として、

スポンサーであるのに、学生側からのお返しがほとんどできていない状態であ

る。今後は走行や活動報告の際には、もっと企業名を露出させるなど、企業にと

ってもメリットのあるよう改善していきたい。 

 

 

 

 

 



＊クラウドファンディング 

 

今年度実施した北海道縦断に際して、約 30万円活動資金が不足していることが

分かった。この資金を獲得するために、クラウドファンディングを利用した。こ

れはサイト上で個人、または団体のプロジェクトを投稿し、興味をもってくれた

不特定多数の人から支援金を頂く仕組みのものである。プロジェクトの成功後

にはリターンというお返しが必要となる。クラウドファンディングは 6 月に実

施。30 日で周知活動を行い、多くの人に支援していただき、33 万円を獲得し、

北海道縦断成功につながった。またリターンでは、パンフレット、ポストカード、

カレンダーなど、プロジェクト独自のものを作成した。3月の時点でリターンの

返送は完了し、運営会社との契約も成立する見通しである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊メディア 

北海道縦断に際して多くのメディアに取り上げられた。そのおかげで沿道の方

に応援していただくなど、広報活動以上の成果があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊道路使用許可、走行通知 

和歌山縦断と同じく北海道警察に連絡し、公道走行の許可をいただいた。また今回導入

したアシストに関しては陸運局に確認していただいた。また走行ルートに入っている地

域には事前に自治体に走行通知を送付しており、安全な走行ができるように心がけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は和歌山縦断の際のもの 

 

＊イベント 

今年度は白浜でのサイクルイベント、はこだて未来大学、南紀熊野サテライトで

の試乗体験を行った。すべて敷地内であったが、一般の方の意見をもとに今度は

公道での走行を目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はこだて未来大学にて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白浜にて 

 

＊まとめ 

今年度のメインとなった活動は北海道縦断走行であるが、和歌山縦断時の反省

点をいかしてアシストを取り付けたり、ルート設計を綿密に組んだり、前もって

様々な広報活動を行うなどしたことで、全体的な成功率はかなり高い状態で走

行に挑戦できたと考える。ただ作って走らすという事でなく、当ミッションが中

心となり渉外などを行うことで、安全な活動につながっている。 

また、今年度は 1年生の加入して総勢 23名の大きなプロジェクトとなった。広

報系ミッションでは、対社会的に交渉や報告をする機会が多く、大人や企業との

付き合い方も学べたのではないだろうか。 

学内だけにとどまらない活動を今後も継続していきたい。 

 

また今後は高野山での走行や、1年生だけの行うイベントがある。より活動の幅

を広げていく為に、これまでの広報活動での経験をいかして観光地での走行を

目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2015年度ソーラー4輪自転車プロジェクト 

機械系ミッション最終報告書 

 

ミッションリーダー：観光学部 2年 坂田尚紀 

 

・目的 

当ミッションは，ソーラー4輪自転車プロジェクトの活動における，4輪自転車の製作，

改造を行い，2015年 9月に行われる北海道縦断走行で，ソーラーパネルからの電力供給

およびアシストユニットの稼働とその性能評価を行うことを目的とする。 

当プロジェクトの他 2ミッションに比べ，製作活動を重点的に行うので，モノづくりの面

白さにふれ，観光学部内では学びえない知識と技術を習得，後輩へ継承していくことも，

当ミッションの目的となる。 

 

・実施内容 

①和歌山縦断走行を終えた 4輪自転車の現状把握と修繕 

  前年度実施された和歌山縦断走行で消耗，故障した部品の確認とその修理を行った。 

 具体的には，屋根の修理と内装変速機の交換である。 

 

②北海道縦断走行に向けた 4輪自転車の改造 

  和歌山縦断走行での調査結果導入が決まったアシストユニットの選定，取付（運転席

のみ）。また，スポンサー様から寄付していただいたソーラーパネルの取り付けも行っ

た。 

 

③北海道縦断走行 

  7日間約 600ｋｍの長距離公道走行を実施した。道中の故障修理，整備を担当。 

 

④紀北工業高校見学 

  前年度，製作指導してくださった藪下先生の勤務する紀北工業高校を見学，今後の製

作についてのアドバイスをいただき，部品の支援をいただいた。 

 

⑤北海道縦断走行を終えた 4輪自転車の現状把握と修繕 

  右側後輪のボールベアリング，チェーン，タイヤの交換を行った。 

 また北海道で破断，応急処置を施した前輪サスペンションの調整も行った。 

 

⑥今後の活動に向けた 4輪自転車の改造 

  一般の方々に乗っていただきやすくするために，ハンドルの高さ調整機構の導入を行



った。また助手席側のアシストユニットも取り付けた。屋根とソーラーパネルは取り外

した。 

 

結果・成果 

① 

  和歌山縦断走行で取付ナットを損傷させてしまい，近くのホームセンターや自転車屋

さんをまわって代用部品を探したが，ピッチの合うネジは見つからなかった。結束バン

ドで応急処置を施し，和歌山縦断走行は乗り切ることが出来た。 

大学に戻り調べたところ，搭載されていた内装変速機は取付ボルトが日本の規格にない

ネジが使用されていることが判明した。今後同じようなトラブルに合った際，すぐに代

用部品が見つかる国内規格のもの（シマノ製 3段内装変速機）に交換することとなっ

た。（図 1） 

 和歌山縦断走行中，轍に足を取られ衝突させてしまい，大きくゆがんだ屋根のフレー

ムの矯正を行った。スポンサーの(株)キナン様から提供していただいたソーラーパネル

を取り付けるために，そのマウントを製作，屋根に取り付けた。（図 2） 

② 

  和歌山縦断走行で感じた「坂道がしんどい」というメンバー全員の意見から，アシス

トユニットの選定に入った。当初，モーター，コンピューター，トルクセンサなどの部

品から製作していくことを考えていたが，機構の複雑さや我々自身の製作技術，知識，

製作費などを踏まえ，市販されている電動アシスト自転車のアシストユニットをそっく

りそのまま移植することとなった。（図 3，4） 

 学内の坂道を利用して試験走行した結果，以前とは比にならないほどの楽さで坂道を上

ることが出来た。パネルを屋根に着けたことによる重量増加で，重心が高くなり，旋回

時の安定性は少し落ちた。 

③ 

  北海道縦断走行中の電力管理，走行前後の整備を行った。いくらソーラーパネルから

電力供給しているからと言って，それだけで賄えるとは思っておらず，当然道中どこか

でバッテリー切れになることを予想し，予備のバッテリーを持って行っていたが，その

予想は大きく外れ，7日間一切の追加充電をすることなく太陽光発電のみでアシストを

し続けることが出来た。6日目後半，最終日前半は天気に恵まれず，雨天であったが，

それでもバッテリー切れになることなく走り続けることが出来た。（図 5） 

  走行 2日目で前輪ゴムサスペンションの破断，欠落があり，ホームセンターで当たり

止めゴム材を現地で加工して応急処置を施した。（図 6）また，最終日中盤で，後輪右側

のベアリングが完全に損傷し，大きな走行抵抗を受けながらの走行となった。この 2つ

のトラブルの原因は，車両重量の大幅な増加にあると考えられる。アシストユニットと

ソーラーパネル合わせて約 30ｋｇの増加が足周りの損傷につながったのだと考えられ



る。 

⑤ 

  内装変速機の件（どこ製の部品を使っているか分からない）もあり，念のため後輪の

ベアリングは左右ともにNTN製に交換した。また，消耗したタイヤとチェーンも交換

した。応急処置していた前輪サスペンションは，うまく機能していたので，取付調整を

してそのまま使用することにした。 

⑥ 

  今後の活動として，一般の方々に乗っていただく機会が増えていくので，どんな方で

も乗っていただけるように，ハンドルの高さ調整機構を取り付けた。（図 7）さらに，助

手席側にもアシストユニットを取り付け，両方でアシストできるようにした。しかし，

今後どうしていくかはまだ検討中だが，しばらくは軽量化の為，屋根とソーラーパネル

は外した状態で活動する。 

 

今後の課題 

・北海道縦断走行では，ソーラーパネルの発電のみでアシストし続けることが出来たが，

これは言い換えれば，まだまだパワーを余していることになる。モーターの出力や，ギ

ア比を調整することで，さらに効率の良いマシンセッティングを出していくことが課題

となる。余った電力を使って，ドライブレコーダーを稼働し，4輪自転車の旅をライブ

中継する，という案が既にプロジェクト内では上がっているが，観光コンテンツとして

利用される方向で，まだまだこの 4輪自転車には改善，レベルアップの余地があると感

じている。 

・誰にでも乗っていただけるように改造する点で，シート，ペダル，ハンドルの位置関係

の改善が挙げられる。現在の乗車姿勢は自動車と同じで，背もたれ付の椅子に座って運

転するが，北海道縦断を終えたメンバーの中には，自転車と同じ乗車姿勢の方が楽なの

ではないかという意見もある。今後の利用方法にも大きく左右されるが，これも一つ大

きな課題となる。 

 



図 1：内装変速機（右：シマノ製  左：製造元不明） 

 

図 2：ソーラーパネルがついた屋根フレーム 

 

 



 

図 3：アシストユニット 

 

図 4：アシストユニットがついた 4輪自転車 



 

図 5：北海道縦断中 

 

図 6：前輪サスペンション（応急処置後） 

 



 

 

 

図 7：ハンドル調整の様子 
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１．はじめに 

 近年，疾患由来の運動麻痺や脳障害，加齢による身体機能の低下などを原因とする，身障

者の生活の質（Quality of Life，QOL）の低下に焦点を当て，その向上を目的とした技術の研

究が盛んに行われるようになりつつある． 

 とりわけ BMI（Brain Machine Interface），BCI（Brain Computer Interface）は，脳信号を直

接コンピュータに入力し，考えるだけで機械の操作が行えるようになるため，近未来の技術

として注目されている[1]．このような技術が実用化されれば，身障者の生活補助となるだ

けでなく，四肢が制限される特定の作業環境などにおいても活用が期待できる． 

 しかし，BMI・BCI の研究は多くの場合高価な機器を用いて行われており[2]，実用には課

題が残る． 

 そこで本研究では，安価な脳波計を用いて BMI・BCI を実現することを目指し，15 万円

程度の脳波計 Emotiv EPOC（図 1），および 2.5 万円程度の脳波計 B3-Band（図 2）を用いた

研究を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 Emotiv EPOC              図 2 B3-Band 

 

２．研究成果 

２.1 SSVEP の検出に関する研究 

 昨年度まで検出することができなかった SSVEP（Steady-State Visual Evoked Potential，定

常的視覚誘発電位）を，Emotiv EPOC を用いて検出することに成功した． 

 SSVEP とは，ある一定の周波数で点滅する刺激を見つめた際に，主に後頭部の視覚野か

ら誘発される，特徴的な脳活動（視覚誘発電位）のことである．信号の安定性から，トレー

ニングを必要としない BMI の実現手法としてもっとも有用な信号の一つと考えられている

[3]． 

 

 本研究では，Emotiv EPOC を用いて SSVEP を検出することを目標とした．SSVEP を検出

するには，複数回脳波を測定し加算平均を行う必要がある．このためには，加算のタイミン
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グ同期をとるためのトリガー信号を入力する外部入力端子が必要となる．通常，高価な脳波

計には外部入力端子が搭載されているが，Emotiv EPOC には搭載されておらず，そのままで

は加算平均を行うことができない．これが，昨年度まで SSVEP を検出することができなか

った原因である． 

 そこで今年度，脳波計の電極のうち，脳波解析に利用しない電極を外部入力端子の代替と

する手法を構築した．具体的には，視覚提示用ディスプレイの画面右下隅に設置されたフォ

トトランジスタによって同期信号を検出し，Emotiv EPOC の AF3 電極に入力することで，

加算平均を行う際のトリガー信号として利用する． 

 実験では，10[Hz]，15[Hz]，30[Hz]の 3 種類の刺激を被験者に提示した．刺激は 1 回につ

き 5 秒間持続し，各刺激それぞれ 7 回ずつ提示を行った．得られた脳波データに対して，前

述のトリガー信号を基に加算平均し，フーリエ変換を行った結果を図 3 に示す．なお，解析

には後頭部に位置する電極 O2 を用いた． 

 

 

  （a） 

 

 

 

 

  （b） 

 

 

 

 

  （c） 

 

 

 

       図 3 加算平均後のフーリエ変換結果 (a)10[Hz] (b)15[Hz] (c)30[Hz] 

 

 実験の結果，10Hz および 15Hz では SSVEP が検出できた．一方 30Hz では，フーリエ変

換の結果から十分な振幅が得られなかった．これは，SSVEP は周波数が上昇するにつれて

検出されづらくなることが原因と考える． 
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2.2 マイコンを用いた画面表示の取得 

 2.1 節では，ディスプレイから取得したトリガー信号を直接脳波計に入力した．しかしこ

の手法では信号が安定せず，解析が行いづらかった．そこで，Arduino を用いて刺激信号を

真偽の論理値に変換する手法を構築した． 

 

 具体的には，フォトトランジスタからの入力先を Emotiv EPOC の電極から Arduino に変

更する．Arduino が取得したトリガー信号に閾値を設け，その上下によって“0”か“1”の二値

に区分する（図 4）． 

 

 

 

 

 

 

(a) 従来手法 

 

 

 

 

 

 

(b) 提案手法 

図 4 Arduino を用いた刺激信号変換のイメージ図 

 

 実験の結果，センサから入力される刺激信号に対して閾値を設け，信号の 2 値化に成功

した． 

 現状では，Arduino を用いた 2 値化まで行った．Arduino からの出力，並びに脳波計への

入力は未実装である．今後，SSVEP の検出や，本プロジェクトの他ミッションで行ってい

る P300 の検出，方向想起時の誘発脳波の取得と組み合わせることで，脳波測定がよりス

ムーズになると期待される． 
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2.3 ネットワーク経由でのロボット遠隔操作 

 昨年度までに，2.5 万円程度の脳波計 B3-Band を用いて，「集中度」によるロボット操作

に成功している．今年度はさらなる利便性の向上を目指し，ネットワーク経由での，ロボッ

トの遠隔操作を行った．操作対象には，二足歩行ロボット Robovie-X を用いた． 

 

 ロボットは，被験者の「集中度」によって操作する．B3-Band を用いて被験者の集中状態

を取得し，取得された値によってロボットの動作を変更する．一例として，集中時は前進，

リラックス時は後退の動作を割り当てることが考えられる（図 5）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 集中度を用いたロボット操作のイメージ図 

 

 しかし，この手法では 2 種類の動作しか行うことができない．そこで昨年度は，集中度か

らコマンドを作成し，それによってロボットを 4 方向に操作する手法を構築した． 

 具体的には，集中度を 15 秒間×2 回計測する．最初の 15 秒間で集中状態よりもリラック

ス状態が長ければ「0」を，逆にリラックス状態よりも集中状態が長ければ「1」を振り分け

る．続く 15 秒間も同様の手順を行い，合計 30 秒間で２桁のコマンドを作成する（図６）．

これによって得られた「1,1」「1,0」「0,1」「0,0」の４種類のコマンドに対して，それぞれ前

進，右移動，左移動，後退を割り当てることで，４方向の操作を可能とした（図７）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図６ ２桁のコマンド生成           図７ ４方向の操作 
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 今年度は，このロボット操作をネットワーク経由で行った． 

 具体的には，被験者が B3-Band を用いて「集中度」から作成したコマンドを，一文字のキ

ーボード入力に変換する．次に，入力された文字を UDP で通信することによって遠隔地の

コンピュータに送信する．受信したコンピュータは，受信した文字によってロボットの操作

方向を判定し，ロボットを動作させる（図８）． 

図８ ネットワーク経由でのロボット遠隔操作 

 

 これによって，被験者とロボットが遠隔地にあっても，脳波を用いてロボットを操作する

ことが可能となった．操作者と操作対象が離れている環境であっても遠隔操作できるため，

今後介護や福祉の現場での活用などが期待できる． 

 なお，ロボットの頭部には WEB カメラを搭載し，映像を被験者に送信した．被験者はロ

ボットからの映像を見ながら，脳波を用いてロボットを操作した（図９）．なお，映像の送

信には Skype を用いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 脳波によるロボット遠隔操作の様子 
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３．対外発表・イベント参加 

 今年度も，多くの場で対外発表を行った．また，脳情報通信融合研究センター（CiNet）

の研究者の方にご協力いただき，勉強合宿を実施するなど，様々な研究者や一般の方との議

論の場を設けた． 

 

NHK「あほやねん！すきやねん！」 スタジオ生出演，技術解説 

電子情報通信学会 総合大会 論文投稿，講演（3/15 予定） 

公開体験学習会 展示，技術解説 

脳情報通信融合研究センター（CiNet）勉強合宿 一週間の勉強合宿実施 

大学生のための CiNet 研究ワークショップ 参加（3/15-16 予定） 

国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト 応募（出場ならず） 

第５回サイエンス・インカレ 応募・論文投稿（出場ならず） 

 

４．まとめと今後の展望 

 今年度の研究成果として，SSVEP の検出，マイコンを用いた画面表示の取得，ネットワ

ーク経由でのロボット遠隔操作の３つが挙げられる．現状ではそれぞれ単体の成果である

が，今後３つを組み合わせることで，研究の更なる発展が見込まれる． 

 SSVEP の検出に成功したことで，SSVEP を利用した BMI の実現が近付いた．SSVEP を

用いた BMI 実現の一般的な手法として，複数の異なる周波数で明滅する刺激を同時に提示

し，被験者はそのうちの１つに注目することで，被験者の意図を読み取るというものがある．

今後これを利用し，例えば左矢印を 10[Hz]で，右矢印を 15[Hz]で点滅させ，被験者の注目

している矢印を判別することで，ロボットを左右に動かすことができると考えている．これ

によって，昨年度までの「集中度」を用いた BMI とは一線を画した，直感的な BMI が実現

できる．また，ネットワーク経由でのロボット操作を応用すれば，遠隔地のロボットを直感

的に操作することも可能となる．SSVEP の検出にあたっては，マイコンを用いたトリガー

信号の取得が一助となるだろう． 

 しかし，今年度の実験では 30[Hz]の SSVEP が取得できないなど，課題も残る．今後は位

相同期度を表す ITPC と呼ばれる値の活用など，SSVEP をより検出しやすくするための工

夫が必要となる．また，直感的な BMI の実現手法としては，本プロジェクトの「脳情報計

測に関する基礎研究」ミッションで行った方向想起時の誘発脳波も有用と考えられる． 

 BMI は，身障者の生活補助となるだけでなく，健常者における猫の手のような利用法や，

エンターテインメントへの応用など，様々な活用が期待できる研究分野である．その中で，

実用化しやすい安価な脳波計を用いて BMI の実現を目指し，また遠隔操作も可能とする本

ミッションの今後に期待されたい． 
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１．概要 

近年,疾患由来の運動麻痺や脳障がい,加齢による身体機能の低下などを原因とする身障

者支援などを目的として，脳と外部機器の間で情報伝達を行う技術であるブレイン・マシン・

インタフェース(Brain Machine Interface:以下BMI)に関する研究が広く行われつつある. 

世界中の先進諸国で顕在化しつつある少子高齢化とも相俟って,BMIへ向けられる社会の

ニーズは益々増大してゆくものと考えられる. 

しかし,現時点で研究の進められている高性能 BMI は大規模かつ高価なものがほとんど

である.そこで,脳情報総合研究室プロジェクトでは,可能な限り安全かつ安価で,利便性の

高い BMI技術の開発を目的として,研究を行っている. 

 

2．活動内容 

＜プロジェクト全体への研究支援＞ 

 本ミッションは目標の一つに「プロジェクト全体への継続的な研究支援」を掲げている． 

そこで今年度は定期的にプロジェクト全体で定例集会の機会を設け，勉強会や意見交換会

を実施し,積極的な知見の獲得や共有を行い,それに基づいた基礎的研究や実験環境の構築

を行った. 

 

＜プロジェクトで使用している研究機器の紹介＞ 

 BMIの研究は数多くの機関で行われているが，現段階では高性能を誇る反面,大規模かつ

高価な設備を必要とするものが多く,侵襲リスクを伴うものも存在する.その点,本ミッシ

ョンでは,安価かつ安全で手軽に同様のシステムの再現を試みるという点に,創造性がある

と考えている. 

本ミッションでは脳波計として市販価格約 15 万円の(Emotiv EPOC：Emotiv Systems) 

(図１)を使用した.Emotiv EPOC は一般的なレベルの脳波計と比較して性能の面で劣るが,

低コスト・低拘束・安全などの利点を兼ね備えている. 

 

 

         図１ Emotiv EPOC 



＜視覚刺激提示実験環境の構築＞ 

内外的刺激により誘発される脳波である誘発電位(evoked potential:以下 EP)や事象関連電

位(event-related potential:以下 ERP)を測定する際,ノイズ逓減の為に加算平均処理を行うの

が一般的である. 

当プロジェクトにおいても,今年度は同様の脳波を扱う機会が数多くあったため

(例:SSVEP,P300等),必須の解析手法であった. 

しかし,加算平均処理に必要な,刺激の同期信号を入力するための外部入力端子が Emotiv 

EPOC には搭載されていなかった. 

 

そこで,各実験において解析の対象外である後頭部電極を代替入力端子として,ディスプ

レイの画面端に設置したフォトトランジスタより同期信号を検出・入力を行う実験環境を

構築した(図 2).これにより,視覚刺激提示を扱う実験に関しては,加算平均処理法を利用す

ることが可能になった. 

 

＜矢印記号提示時における特徴的脳活動の検出＞ 

BMIの実用化を前提として研究開発を行う際,利用者の需要を考慮する必要があるが, 

その中でも優先的に求められるのは「操作の簡便性」であると考えられる．いくら低コス

トで安全性の高い BMI システムであっても,利用者にとって制御が困難であるのなら実用

的とは言いがたい.利用者を身障者と仮定するなら尚更である. 

 そこで,本研究では先行研究[1]に着目し,将来的に「矢印記号を視認しただけで外部機器の

操作が可能な BMIシステム」の開発を行うことを想定した上で「矢印記号の視認により誘発

される特徴的な脳波」の検出を試みた. 

 

先行研究では約 600万円の脳波計(Synafit EE2500：日本 GEマルケット)(図 3)を用いて矢

印記号視認時に生ずる有意な脳波の検出を確認している.本研究では脳波計の差異以外の

実験条件は同じくすることで対照実験としての形を取り,どの程度信頼性あるデータが得

られるかを確認した. 

      

図 2 刺激同期信号検出装置      図 3  Synafit EE2500 



・実験内容 

実験は暗室で行い,被験者に提示する視覚刺激としては,上下左右の方向を示す 4 種類の

矢印記号(↑・↓・←・→)を使用し,それらを表示する出力機器にはブラウン管ディスプ

レイを用いた. 

被験者に対し,矢印記号を視覚刺激としてディスプレイの画面中央に 3 秒間表示し,その

後 3 秒間非表示にする.(図 4).以上の試行を 1 サイクルとして,合計 120 サイクルの刺激提

示を連続して行った. 

提示される矢印記号の種類は 1 サイクル毎にランダムなものとしたが,4 種類の矢印記号

(↑・↓・←・→)について, それぞれの提示回数が 30 回ずつとなるように調整した.  

 

 

図 3 視覚刺激提示実験の 1 サイクルの流れ図 

 

・実験結果  

先行研究[1]より,提示された矢印記号の向きを視認して認知する際,右中前頭回(MFG)に

おいて有意な脳活動が発生することが確認されている.また,ERP については,総じて潜時

500 ミリ秒前後で振幅に大きな変化が生じるが,その極性は視認する矢印の種類に依存する

ことなどが確認されている. 

そこで,本研究においても,矢印記号表示中に測定された EEG(脳波)を各刺激の種類(矢印

記号の種類)ごとに加算平均し,得られた ERP(図 4,図 5,図 6,図 7)について検討した. ま

た，解析に使用する頭皮電極には右 MFG の位置 に対応する AF4 電極を選択し,視覚刺激

の同期信号を入力する電極には O1電極を選択した. 

      

    図 4 「↑」視認時の ERP              図 5 「↓」視認時の ERP 

 



       

図 6 「←」視認時の ERP    図 7 「→」視認時の ERP 

 

以上に示した実験結果から,Emotiv EPOC を用いて矢印記号を視認した際に得られた ERP

に注目すると，上下左右を表す矢印記号(↑・↓・←・→)を表す矢印記号をそれぞれ視認

した際,どの場合においても潜時 500 ミリ秒前後(赤線部)で振幅に大きな変化が生じており,

その極性は逆となっていることが確認できる.この結果は前述した先行研究[1]における結

果と一致しており,Emotiv EPOC の BMIへの応用可能性を示すことができたと考えている. 

 

＜ASSR を利用した精神疲労度の定量化＞ 

一般に,疲労度を定量化する手法としては LT(lactate threshold,乳酸閾値)がある． 

これは客観的に「身体的な疲労度」を評価するうえで有効ではあるものの,煩雑な作業,集

中を要する作業では「精神的な疲労度」が重要となる． 

そこで,本研究では聴性定常反応(Auditory Steady-State evoked Responses,以下 ASSR)を利

用することで,「精神的な疲労度」の定量化を試みた． 

 

ASSRとは,40～100Hzの音声刺激に対し聴覚野で誘発されるEPの一種である．一般的に

400～1000Hz の正弦波を 40Hz あるいは 80Hz の正弦波で振幅変調したものを用いることが

多く,搬送波を 1000Hz 以上にすると同じ音圧でも ASSR の強度は減衰することが知られて

いる[2]．ASSR は乳幼児への聴覚検査に利用されることが多いが,ワークロードが誘発され

る強度に影響することも知られている[3]． 

そこで本研究では安価な脳波計 Emotiv EPOCを用いて ASSRを検出し,ワークロードから

疲労度による ASSR の強度の差について検証を試みた． 

 

・実験内容 

音声刺激として 400Hz 正弦波を 40Hz 正弦波で振幅変調したものを,安静開眼状態の被験

者に 6 分間聞かせ,得られた EEG の初め 1分間を切り捨てた 5 分間を 1分ごとに分割し,計 5

つの EEG を用いて加算平均処理を行った．  

 

 

 



・実験結果 

 

加算平均処理によって得られた波形にフーリエ解析を施した結果を図 8 に示す. 

図 8 より 49Hz付近に強勢が見られるが, ASSR 惹起の判断材料としては信頼性に欠ける. 

そこで,離散ウェーブレット変換による多重解像度分析（以下:DWT）を用いて低周波帯

域を除去すると図 9 のようになる.40Hz 帯に強勢が確認できるが, 34Hz 付近にも強勢が存

在し,ASSR が惹起してくると断言するのは困難である. 

  

現段階では統計的分析を行うほどのデータが集まっていないため,有意差検定などの統

計解析は行っていないが,得られたデータがどれだけ有意なものであるかの検討は,急務で

あると考えている. 

 

   図 8 ASSR 惹起実験の解析結果 

 

   図 9 図 8 に DWT 処理を行った結果 
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報通信学会 信学技報 MBE2012-71 

[3]鶴原亜紀ほか：フライトシミュレータによる飛行課題遂行時のワークロード評価：人間
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今後の展望 
 本ミッションでは，脳波をマーケティングに応用する第一歩として， 
安価な脳波計による事象関連電位（ERP）の取得を行った．今回は， 
ERPの中でも代表的なP300の取得に成功した．だが，P300の応用面では
改良の余地があると考えられる．まず，より多くの被験者による実験で
ある．人を対象に実験を行うため，個人差の問題などは避けて 
通れない．それらの問題を解消するために，被験者を増やすことは重要
である．また，被験者が増えたことで得られたデータをもとに，統計学
に基づく検定も行う必要があると考えられる． 
 並列計算機の面では，試作段階ではあるが，スペックの低い計算機を
用いて並列計算機の構築には成功した．今後は，繋ぐ台数を増やして 
いくことを検討する． 
 また，今年度は上記のP300の応用研究でサイエンスインカレに投稿し
たが，残念ながら落選した．審査員からのコメントを参考に，来年度は
採択されるように努力していきたい． 

並列計算機の構築と評価 
 大量の脳波データを解析するために，スペックの低い計算機を 
用いて並列計算機を構築した．この際，並列計算機として実際に計算 
速度が上がっているのかも検証した． 
 今回は試験的に3台の計算機を繋ぎ，C言語のMPIと呼ばれる分散 
メモリ型の代表的なライブラリによる並列プログラミングを行った．MPI
では，実行させるプログラム自体は，すべての計算機で同じである． 
 しかし，データはそれぞれの計算機によって異なり，分散させること
で並列計算を行う．例えば，足し算の処理を行う場合は以下の図の 
通りである．足し算という処理は共通だが，処理をするときの 
データはそれぞれで異なっている． 

 今回，並列計算用のアルゴリズムを作成して，性能評価を行った． 
計算機が1台の場合と3台の場合で実験を20回以上行った．検定を行った
結果，作成した並列計算のアルゴリズムによって計算速度は速くなるこ
との有意性が認められた． 

親機 

子機 子機 

データA＋データBの処理 

（データC＋データD）の処理 （データE＋データF）の処理 

足し算の場合 

事象関連電位の取得 

P300 

P300の波形 P300の波形 

 脳波の事象関連電位(ERP)とは，外的あるいは内的な事象に関連して 
生じる脳の一過性の電位変動である．ERPは意識をもって活動する人から
安全に取得できるため，心理学の指標の一つとして利用される． 
本ミッションでは，ERPの中でも代表的なP300の取得を試みた．  
 P300は，オドボール課題によって惹起されるERPの一種である． 
オドボール課題とは，同じ刺激を繰り返し提示される最中に，低頻度で 
異なった刺激が提示される．そして，これを行っているときの脳波を 
記録すると，以下の図のように低頻度な刺激が提示されてから 
約300ms後に正電位の方向に振れが生じる．この現象がP300である． 

 今回は被験者一人につき，低頻度刺激が30回以上提示されるように 
実験を行った．その取得した脳波データを加算平均することでP300を 
計測することに成功した．したがって，安価な脳波計でもP300は 
計測できることが確かめられた． 

今年の概要 

・安価な脳波計による事象関連電位の取得と応用 
・簡易な並列計算機の構築と性能評価 

 本ミッションは安価な脳波計と並列計算機によって脳波解析を行い， 
効果的なマーケティング方法を研究した．そのため，脳波を 
マーケティングに応用するために，事象関連電位の取得を実施した． 
また，脳波を解析するための並列計算機の構築と性能評価を実施した．
今年度の成果は以下の通りである． 

P300の活用事例 
 P300の心理学的応用について述べる．今回は，人が呼ばれるときに
「苗字」か「名前」，どちらで呼ばれたほうが反応しやすいかをP300を
用いて調査した．実験では，オドボール課題の低頻度の刺激を「苗字」
と「名前」の2種類の音声とした．また，実験中は常にホワイトノイズが
流れている状態とした．この実験では，被験者7人中3人からP300が検出
された． 

 P300が検出された3人の脳波データについて，加算平均した後に引算
法によりP300の成分を抽出した．「苗字で呼ばれた場合」では，P300の
強さは10[μV]以上であった．反対に「名前で呼ばれた場合」では，強さ
が10[μV]未満である．2つの場合を比較した結果，P300の強さに大きな
差は生じなかった．これは，被験者が少なかったことが主な原因と考え
られる．また，本実験の環境ではホワイトノイズを流しているが，より
現実に近づけるために，人の声による雑音などを用いるべきだったと考
えられる． 

苗字で呼ばれた場合 

10[μV]以上 

名前で呼ばれた場合 
10[μV]未満 

実験図 
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1． はじめに 

 企業活動の１つであるマーケティングにおいて，脳情報を用いたニューロマーケティ

ングという手法がある．これは，従来行われてきたアンケートやインタビューでは捉え

きれない人の無意識から生じる行動原理を脳情報から明らかにし，マーケティング活動

に役立てようとする手法である．脳波を用いてニューロマーケティングを行う場合，相

手の深層心理を知るために事象関連電位（Event-related potential：以下 ERP と略す）

がある．今年度，本ミッションでは以下のことを行った． 

・安価な脳波計を用いた ERPの取得と応用 

・並列計算機の構築，性能評価 

 まず，脳波をマーケティングに利用する第一歩として，安価な脳波計を用いた ERP

の取得を行った．また，取得できた ERP を用いて，心理学的なアプローチを試みた． 

 また，大学内で使われていたスペックの低い PC を再利用して，並列計算機を構築す

ることを行った．この並列計算機は脳波解析等の処理時間を高速化するために用いる．

今回，本ミッションでは，3 台の PC を用いて安価な並列計算機の構築を行い，性能評

価を行った． 

2． 研究成果 

2.1 事象関連電位の取得 

 事象関連電位（ERP）は，外的あるいは内的な事象に時間的に関連して生じる脳の

一過性の電位変動である．意識をもって活動する人間から安全に記録できるため，心

理学におけるツールとして利用されることが近年増えてきた[1]．本ミッションでは，

ERP の中でも最も研究されてきた成分である P300 の取得を試みた[2]． 

 P300 は，オドボール課題によって惹起される ERP の一種である．オドボール課題

とは，同じ刺激を繰り返し提示される最中に，低頻度で異なった刺激が提示される．

そして，これを行っているときの脳波を記録すると，低頻度な刺激が提示されてから

約 300ms 後に正電位の方向に振れが生じる．この現象が P300 である． 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

今回は被験者一人につき，低頻度刺激が 30 回以上提示されるように 実験を行っ

た．そして取得した脳波データを加算平均することで P300 を計測することに成功し

た．したがって，安価な脳波計でも P300 を計測できることが確かめられた．それを

踏まえて，安価な脳波計を用いて，P300 を利用した研究を行った． 

  2.2 事象関連電位の取得 

   脳波を用いて，相手の深層心理へアプローチするために，P300 の心理学的応用を 

試みた．今回は，人が呼ばれるときに「苗字」か「名前」，どちらで呼ばれた方が 

反応しやすいかを P300 を用いて調査した．実験では，オドボール課題の低頻度の刺

激を「苗字」と「名前」の 2 種類の音声とした．また，実験中は常にホワイトノイズ

が流れている状態とした．この実験では被験者 7 人中 3 人から P300 が検出された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P300 が検出された 3 人の脳波データについて，加算平均した後に引算法により，

P300 の成分を抽出した．「苗字で呼ばれた場合」では，P300 の強さは 10[μV]以上で

あった．反対に「名前で呼ばれた場合」では，強さが 10[μV]未満である．2 つの場

合を比較した結果，P300 の強さに大きな差は生じなかった．これは，被験者が少な

かったことが主な原因と考えられる．また，本実験の環境ではホワイトノイズを流し

ているが，より現実に近づけるために，人の声による雑音などを用いるべきだったと

考えられる． 

図 1：P300 の解説（参考文献：[1]） 

図 2：実験図 



   この P300 の応用研究はサイエンスインカレに投稿したが，残念ながら落選した． 

審査員からのコメントの一部引用 

・着目点は独創的に興味深い 

・苗字と名前に反応したのか，白色ノイズと音声の違いに反応したのか不明確だ 

・実験自体が議論できる水準を満たしているとは言い難い  

・ヒトに関するデータはばらつきが多くなる傾向があるため， 

 さらに多くの実験が必要と考えられる 

  これらのコメントから，テーマは悪くなかったと考えられる．しかし，白色ノイズと

音声を比較したことにより，P300の反応が何に対するものなのか不明確にしてしまう

など，実験計画の部分が悪かった．今後，実験をしていく上で，先行研究を参考に実

験計画を考えていく必要がある． 

また，被験者が大変少なく，この実験結果が偶然なのか否か不明確になっている．

そのため，今後，被験者を増やしていくことも課題として挙げられる． 

2.3 並列計算機の構築と性能評価 

 今回，大学で使われてきた古いパソコンを用いて，並列計算機を構築した．この並

列計算機は，将来大量の脳波データを解析することを想定して構築した．そして，積

分を行う並列計算用のアルゴリズムを作成して，構築した並列計算機の性能評価を行

った． 

   今回は試験的に 3 台の計算機を繋ぎ，C 言語の MPI と呼ばれる分散メモリ型の代表

的なライブラリによる並列プログラミングを行った．MPI では，実行させるプログラ

ム自体は，すべての計算機で同じである．しかし，データはそれぞれの計算機によって

異なり，分散させることで並列計算を行う．今回は，データ量 10000 のデータに対し

て積分処理を実行し，その計算時間を計測した． 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
図 3：並列計算機による積分計算 



 今回は，計算機が 1 台の場合と 3 台の場合で実験を 20 回以上行った．検定を行っ

た結果，作成した並列計算のアルゴリズムによって計算速度は速くなることの有意性

が認められた．今後はさらに台数を増やし，脳波解析に関連した計算を行わせること

を検討する． 

３．今後の展望 

   本ミッションでは，脳波をマーケティングに応用する第一歩として， 安価な脳波

計による事象関連電位（ERP）の取得を行った．今回は，ERP の中でも代表的な

P300 の取得に成功した．しかし，P300 の応用面では 改良の余地があると考えられ

る．まず，より多くの被験者による実験である．人を対象に実験を行うため，個人差

の問題などは避けて通れない．それらの問題を解消するために，被験者を増やすこと

は重要である．また，被験者が増えたことで得られたデータをもとに，統計学に基づ

く検定も行う必要があると考えられる．また，今回の応用では実験計画に関しても問

題があった．今後は，先行研究を参考に実験計画を工夫していく必要がある． 

並列計算機の面では，試作段階ではあるが，スペックの低い計算機を用いて並列計

算機の構築には成功した．今後は，繋ぐ台数を増やしていくことを検討する．また，

実際の脳波の分析には使用していないため，今後は脳波分析に使用していくことも検

討する． 

参考文献 
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教育メディア学会 (LET) 関西支部 メソドロジー研究部会 2012 年度報告論集 

 

参考資料：並列計算機の実験データ 

・1 台で処理した時の処理時間の平均�̅�は 0.0527 秒，不偏分散𝑢1は 0.0012， 

実行回数𝑛1は 26 回 

・3 台で処理した時の処理時間の平均�̅�は 0.0171 秒，不偏分散𝑢2は 0.0044， 

実行回数𝑛2は 38 回 

以上のデータを，平均の差で標準正規分布をもとに検定にかける． 

帰無仮説𝐻0は𝜇1 = 𝜇2(処理時間に差はない) 

対立仮説𝐻1は𝜇1 > 𝜇2とすると 

Z =
�̅� − �̅�

√
𝑢12

𝑛1
+
𝑢22

𝑛2

= 7.94085 

優位水準 0.1%では棄却域は 3.009<Z なのでこれは棄却域に含まれ，帰無仮説は棄

却される．よって，2 つの実験には有意な差があったと認められる． 

http://cplnet.jp/erp.pdf，(2006)




 

 

 

 

 

 

レスキューロボットの製作ミッション 

平成 27 年度成果報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山大学レスキューロボットプロジェクト 

ミッションメンバー 

   淺妻 武士 生田 太一 生駒 啓人 井堰 啓太 大田 康平 尾西 一樹 渕上 和希 

片倉 宏樹 中村 貴毅 東野 伊央里 堀口 皓生 吉濱 宏樹 和唐 昂希 

 

指導教員 

小川原 光一 

 



1. 目的・目標 

私たちは 2016 年 6，8 月に行われるレスキューロボットコンテストへ出場するためのロ

ボットを作り，入賞することをプロジェクトの目的としている．よって，それを達成する

ためにロボット製作に必要な知識の習得，そして学んだ知識を実際に活用できるようにす

ることをミッションの課題、そして目標として設定していた． 

具体的な内容としては以下の手順で進めた. 

1．ロボットを製作するための基礎としてのクリエで開講される機械加工講習や，上回生

による回路講習，プログラム講習 

2．レスキューロボットコンテストへ向けたロボット製作の着手，講習で学んだ知識の実

践 

 

2. 活動内容 

2-1. 2015 年のレスキューロボットコンテスト出場 

 昨年度のミッションで製作したロボットで 2015 年のレスキューロボットコンテストに

参加した．また，1 回生はレスキューロボットコンテストとは何か，を理解してもらうこ

とも兼ねて参加した． 

 

2-2. 1 回生向けのロボット製作のための基礎講習会の実施 

1 回生についてはロボット製作の未経験者が多かったため，まずは，ロボットを製作す

る上でどのような工程があり，何が必要となってくるのかを理解するところから始めた． 

そこで，上回生や先生方による機械加工講習，回路講習，プログラミング講習，マイコ

ン講習を実施した．講習は，2016 年に開催されるレスキューロボットコンテストに出場さ

せるロボット製作に対して 1 回生が即戦力となるように配慮したものを行った． 

 

2-3. 2015 年のレスキューロボットコンテストへ向けたロボットの製作・改良

案の提案  

2015 年のレスキューロボットコンテストでロボットの機動性がなく，予選での救助活動

が滞ってしまったことの反省を踏まえ，ロボットの機動性の向上を図るための提案を行っ

た．そのために，既存のロボットに搭載されている機構をより簡易な救助機構に置換する

ことや，ロボットの小型化，また新しくロボットを製作することにした． 

 

2-4. 公開体験学習会への出展 

 公開体験学習会ではレスキューロボットの操縦体験を行った．ロボットは 2015 年の大

会に出場した１号機を使用した．去年の公開体験学習会では，アーム付きの救助ロボット



の操作体験として出展したが，参加者は小さな子供が多く，小さな子供にはアームの操作

が難しく感じたのか，負担が大きくかかる操作が行われ，アームが損傷してしまった．こ

の点を踏まえ，コントロールの難しいアームは振り回すと危ないため使用せず，4 輪のタ

イヤと人形の救助用のベルトコンベアを使用し，人形の救出及び搬送の体験をしてもらっ

た． 

 

3. 成果・結果 

3-1. 2015 年のレスキューロボットコンテスト出場 

 2015 年のレスキューロボットコンテストの結果は，本選へは行けずに予選で敗退となっ

た．機体が大きかったために狭路の通行やガレキ除去が満足にできなかったことや，レス

キューロボットコンテストを模した練習時間を作るためにロボット製作の時期を早める必

要があること等，問題点が浮き彫りになった．これらをロボット改良案やレスキューロ

ボットプロジェクトの今後の運営・管理を改善する材料とすることができた． 

 

3-2. 1 回生向けのロボット製作のための基礎講習会の実施 

以下にその成果を示す． 

 

3-2-1. 機械加工 

 まず，新しくプロジェクトに入った 1 回生は，クリエの先生から機械加工の講習を受

け，工作機械のライセンスを取得した．これにより，1 回生全員が機械加工を行えるよう

になった． 

 

3-2-2. C 言語プログラム 

ロボットのプログラムに使う C 言語の基礎の講習を 2 回生が行った．夏休みには，実際

にロボットに使うような，PC 側の操作プログラムや，ロボット側の PIC マイコンのプロ

グラムの講習も行った．C 言語の基礎の講習では，プログラムの理解に差が見られた．し

かし，情報処理の授業でも同じような学習をするので，プログラムに触れる回数が増える

ことで，理解しやすくなると考える．その後のマイコンなどの実践的なプログラムについ

ては，説明を行っただけであり，一度の説明で理解することは困難であると考える．その

ため，実際に各々がプログラムを作ってみるなどの，演習が必要であると考える． 

 

3-2-3. 電子回路 

 電子回路の製作に関して全員が未経験に近かったため，2 回目以降はある程度自力で回

路製作が行える土台作りとして，回路講習を実施した． 

大きく以下の 3 点を目的として設定した． 



 

 他人の回路図が理解できるようになる 

 回路図から配線図が作成できるようになる 

 配線図から実際に回路を作り，ハンダ付けができるようになる 

 

これらの達成の評価は，図 1 に示した PIC マイコンの回路図から回路を製作することで

行った．なお，製作までの準備段階として，使用機器や回路部品の説明を記載した，穴埋

め形式の資料を配布し，講習開始後数回に渡って説明を行った． 

 

  

図 1 使用した回路図    図 2 配付資料の例 

 

 実施の結果，理解の速度に差は見られたものの，各々自力で回路の完成まで至った．使

用する電子部品の準備や極性の確認など，資料に記載している内容を元に行えることにつ

いては，必要に応じてその都度配布資料を確認しながら行った．そのため，知識の定着度

は高まったと考える． 

しかし，今回は 2 回目以降の回路製作のための土台を作ることにのみ焦点を当てている．

このことから，更なる知識の定着，配線図作成やハンダ付けの技量の向上は，各自が主体

となって今後繰り返し取り組むことで期待される範囲となる．特に知識の定着については，

他人の知識・回路から必要な部分を抜粋し，新たに欲しい回路を設計するといった経験で

身につく部分が多い．そのため，今後の各自の取り組みが重要となってくる． 

今回製作した回路は，プログラムの実験の際に使えるよう考慮しているため，PIC マイ

コンのプログラム講習の復習として使用できると考えている． 

 

3-3. 2016 年のレスキューロボットコンテストへ向けたロボットの製作・改良

案の提案 

成果として，ロボット改良・製作案を示す． 



 1 号機 

既存の四輪駆動汎用機を改良する．ガレキ除去用ブレードやベルトコンベアはそのまま

流用して，ガレキ除去を行うための 5本爪の万能アームを，UFOキャッチャーを模したス

ライドアームに置き換え，家の中にいる救助者の上にあるガレキなど，繊細さが求められ

るガレキ除去に安定性を持たせる．また，機体を小型化して機動力も向上させる． 

        

                 図 3 1 号機 

 2 号機 

既存の四輪駆動汎用機を改良する．オムニホイールやガレキ除去用アーム，救助補助用

アーム，ベルトコンベア等の既存の救助機構をそのままに，小型化して機動力向上を図る．  

          

                 図 4 2 号機 

 3 号機 

 四輪駆動避難誘導機を新しく製作する．避難者がいることを想定して避難経路への誘導

を主な目的とした電光掲示板を搭載する．その他，サブの機能として，他号機の通行を円

滑にするためのガレキ除去ブレード，他号機の救助時に，視界を提供するためのカメラを

搭載する． 

 



        

                  図 5 3 号機 

 

3-4. 公開体験学習会への出展 

 ロボットが動かないなどの大きなアクシデントも無く，電池交換などの作業もスムーズ

に行うことができた．盛況であり，何度も操縦したいというような子供もいて，参加者に

楽しんでもらえたのではないかと考えられる． 

 

4. 今後の課題・展望 

今はマイコンプログラムや電子回路設計・製作の技術を持つ者が少ない．そして，これ

までに開いた数々の講習で十分に実力が付いたとは限らない．したがって講習を受けた 1

回生や今までプログラムや電子回路に関わっていない者も積極的にマイコンプログラムや

電子回路に挑戦し，さらなる技術力を身に付けることや，講習の面においては，その内容

を充実させることが課題となる． 

積極的にロボット製作の担当外分野を成し遂げることの副次的な効果として，ロボット

製作の全工程を知ることができることが挙げられる．これにより，一つの工程を一人に任

せたために講習できる人が足りない，あるいは卒業等で教えて貰えないことで年々製作力

が落ちるという悪循環も断つことができる． 

また，ロボット製作の全工程を知るということは，異なる製作工程を行う者同士での意

思疎通を円滑に行うことができ，他分野の意向を考慮した設計ができるようになる等，

チームワークが良くなることが考えられるので，よりよいロボットが製作できることが考

えられる． 

これらのことを成し遂げることで，レスキューロボットコンテストの成績向上が十分に

期待できる． 



到達目標に対する結果

① アンケート結果より、全体の77％がまた高野山に行きたいと回答している。

② 一人あたり804円の消費に留まり、目標としていた1,500円には及ばなかっ

た。Twitterやしおりによる宣伝効果は多少なりともあったといえる。

③ アンケートの意見を参考に、ツアー担当者で来年度への引継ぎ資料を作成

高野山内での購入物

• 購入物数の上位4つ（やきもち、コ

ロッケ、コーヒー、笹巻あんぷ）は

しおりに掲載したものやツアー中

にtwitterに投稿したものであった。

• ばあむ。による広報の効果があっ

たといえる。

お土産の購入金額

参考文献

平成25年度観光庁観光統計調査（http://www.mlit.go.jp/common/000991742.pdf）最終閲覧日2016年2月15日

山登りツアー

•ツアー参加者全員の消
費合計：24,128円

•ひとりあたりの平均消費
額：804円

観光庁による観光統計調
査（H25年度）

• 10代平均土産・買物代
3,501円、飲食費3,203円

• 20代平均土産・買物代
5,200円、飲食費6,060円

到達目標

① ツアー実施後、参加者の10％がもう一度高野山を訪れる。

② ツアー当日、片道分の交通費ほどのお土産の購入(1500円程度)

③ ツアー実施後は参加者へアンケートを記入してもらい、次回へ活

かす。

ツアー当日

• 当日のツアー参加者数 39名

• ばあむ。メンバー 21名

• 前日の雨の為山登りは危険と判断し、雨天時プランでツアーを実施。

• 散策コース

• 九度山：慈尊院

• 高野山：壇上伽藍、霊宝館、奥の院

• フリータイムで高野町内を自由に散策ツアーまで

• 旅程の作成（晴天時・雨天時）
• バスの手配
• 下見（8/18、9/7、10/25の計3回）
• ポスター作成
• Twitter・Facebookでの参加者募集
• 参加者用のしおりの作成
• 保険の申請
• アンケート作成

経緯

• 私たち高野七口活性化プロジェクト「ばあむ。」では、より多くの若者

に高野山の魅力を発信し、高野山を若者でいっぱいにすることを目

標に活動している。若者の関心を引く一歩として、和歌山大学生を

対象とする「山登りツアー」を企画。プロジェクトメンバーがガイドを勤

め、参加費・交通費は無料、そして「世界遺産を歩く」というテーマを

掲げ、参加者を募集。

山登りツアー
高野七口活性化プロジェクト「ばあむ。」

バスチャーター代：
91,800円
支給額：80,000
実費費用：11,800円

ツアーを経て学んだこと

・購入物の結果から、SNSといったばあむ。発信の情報に対する効果が

生まれていること

・ツアー当日までに何度か学習の機会を設けることでメンバー全体の

知識向上につながった

・天候に左右されないツアープランの策定が必要

・ツアー参加者が再度高野山を訪れたかどうかの再調査が必要

今後の展開

・より魅力あるツアープランの作成

→現地での体験をツアープランに加える（阿字観・写経など）

→現地の人々との交流を

・助成金に頼らないツアーの作成

→個人で行く以上の付加価値をつける

→ガイドなどばあむ。による解説



 

山登りツアー 
 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員 

尾久土正己 

 

プロジェクト名 

高野七口活性化プロジェクト 

 

ミッションメンバー 

枠谷愛音・岡部葵・近藤友恵・山岸莉那・嶋川久瑠実・村田直寛・山下繭花 



プロジェクト目的 

高野山は 2004年に熊野などとともに「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録さ

れ、和歌山県を代表する観光地の一つである。難波から電車だと 2 時間で行ける観光地で

あるのに、見かけるのはお年寄りや外国人観光客ばかりで、そこを訪れる若者の観光客の

数は少ない。若者の高野山への関心をより高めるために、また高野七口周辺を活気のある

場所に学生の力を最大限に活用し、活動していく。また、私たち自身で自発的な活動プラ

ンを考え、その活動を通し、地域再生・観光経営の両面において学習することも目的の一

つである。 

 

ミッション概要 

日程：11月 15日（日曜日） 

参加人数：60人（当日の参加者 39人＋ばあむ。メンバー21人） 

対象：和歌山大学全学部生 

クリエの助成金とばあむ。会費を用いて私たち自身でバスを貸し切り、学生を高野山へ案

内するツアーを行った。 

今回は世界でも例の少ない「道」の世界遺産である町石道を歩くことで、「世界遺産を体感

する」ことをテーマにツアーを企画。初心者でも参加しやすいように矢立～大門の比較的

歩きやすいコースを選択し、山登り後には定番の観光スポットを巡り、高野山・高野七口

の歴史を体感してもらうようなプランを作成した。 

 

ミッション目的 

高野山へは車や電車・ケーブルカーなどを使って行くのが一般的であるが、そこに「歩く」

という選択肢を加え、「世界遺産を歩く」ことで高野七口の歴史を体で感じ、実際に歩かな

ければわからない新たな魅力を発見してもらうことで、新たなリピーターを増やすことを

目的とする。 

和歌山市から電車を使うと往復 3,000 円以上する交通費を、ばあむ。がクリエの助成金と

ばあむ。会費でバス借用代を賄い無料にすることで、誰でも気軽にツアーに参加できるよ

うにし、また浮いたお金を現地でお土産やカフェで消費してもらうことで、現地にお金が

より落ちやすくなると考えた。 

 

活動内容 

1. ツアーの企画（5月～10月） 

コンセプトは「世界遺産を歩く」といことで内容を固めていった。「山登り」と聞くと「し

んどい」「初心者には無理」と思われがちなため、そのイメージをどう払拭するかを考え、

「初心者でも大丈夫！」ということをアピールし、気軽に参加してもらえるように工夫し

た。町石道の歴史を知ってもらえるように、町石道のスタート地点である九度山の慈尊院



を訪れ、お昼を食べてから山登りをするプランにした。また、山登りのときの体調管理の

ために昼食は各自で用意してもらうことにした。 

そして、定番の街歩きも組み込み、高野山を満喫してもらうような形にした。高野山二大

聖地のひとつである奥の院は外さずに、壇上伽藍と霊宝館（博物館）の選択制にし、お土

産を買ってもらうというコースにした。 

悪天候の場合は安全面の点から山登りを断念せざるを得ないため、雨天時プランも作成し、

参加者には雨でも満足してもらえるような工夫をした。 

また、下見の結果も踏まえバス会社様からの意見も参考にしながら、ツアー約一ヶ月前ま

で熟考した。 

 

【晴天時】 

 

【雨天時】 

 

 

2. 参加者の募集（8月末～10月） 

ポスターや申し込みフォームも自分たちで作成し、Twitter・facebookで発信。今回は学内

メールを送信せずに、学内でのポスター掲示と授業内での告知のみであった。ばあむ。メ

ンバー個人が部活・サークル等へ宣伝し、参加者を募った。定員に達するか心配だったが、

最終的に 41名の募集があった。 

 

 

デザイン・作成もばあむ。メンバーが担当。 

公式ホームページにツアー用ページをつくり、またポスターにも

QRコードを載せ興味を持った人がその場で申し込みできるよう

にした。

http://crea06koya.wix.com/ikoya06#!-baamutour2015/c1m05 

 

 

 

 

9：30 和歌山大学発→九度山・慈尊院散策→矢立茶屋で昼食後山登り開始→大門到着・

記念撮影→壇上伽藍 or 霊宝館散策→奥の院散策→珠数屋四郎兵衛でお土産タイム→和

歌山大学着 

9：30 和歌山大学発→九度山・慈尊院散策→大門到着・記念撮影→バス内で昼食→壇上

伽藍 or霊宝館散策→奥の院散策→フリータイム（約 2時間）→和歌山大学着 

 

http://crea06koya.wix.com/ikoya06#!-baamutour2015/c1m05


図 1 

3. ツアーコースの下見（8月～10月） 

ツアーの下見は月一度行い、前回の下見での問題点や課題を改善できるようにした。 

計 3 回の下見を経て、晴天時・雨天時コースだけでなくお人数での山登りを想定した下見

も行った。細かな時間の変更や参加者の体力を考慮して順序の入れ替えを行い、綿密にツ

アープランを作成した。 

ツアーコースの確定後、下見の情報を元に当日参加者に読んでもらうしおりの作成に取り

掛かり、観光地の情報や高野山のお土産を掲載した。また、ツアー参加者の保険加入等の

準備も入念に行った。 

 

4. ツアー実行（11月） 

ツアー前日に雨が降り地道はぬかるんでいることが予想された為、山登りは危険と判断し

雨天時コースでツアーを決行した。ツアー中には、ツアーの様子を写真や動画におさめて

Twitterを更新し、広報活動にも力をいれた。 

奥の院散策後の自由時間に差が出来てしまったが、それ以外は下見を重ねていたことで大

きなトラブルもなくツアーを実施することができた。 

 

5. ツアー後のアンケート調査（11月～12月） 

次回のツアーにつなげるために、参加者にはツアー終了後のバスの中でアンケートに回答

してもらい、後日ツアー班でアンケートを集計・分析した。アンケートの調査項目では、

高野山やツアーに対する感想・意見のほかに「高野山での購入物とその金額」を調査する

ことで、私たちがツアーを開催することでどれだけ地域にお金が落ちるのかがわかると考

えた。 

 

 

ミッションの成果（アンケートより） 

ツアー参加者にむけたアンケートは Google fromを用いて作成し、当日参加者 39名中 37

名の方に回答していただいた。回答者の内訳は図 1の通りである。 

 



お土産の購入金額

参考文献

平成25年度観光庁観光統計調査（http://www.mlit.go.jp/common/000991742.pdf）最終閲覧日2016年2月15日

山登りツアー

•ツアー参加者全員の消
費合計：24,128円

•ひとりあたりの平均消費
額：804円

観光庁による観光統計調
査（H25年度）

• 10代平均土産・買物代
3,501円、飲食費3,203円

• 20代平均土産・買物代
5,200円、飲食費6,060円

図 2は、アンケート回答者のうち「また高野山・

高野七口に行きたいと思うか」という質問の回

答結果を表している。「強く思う」「まあ思う」

と回答した人は全体の 81%で、ミッションの到

達目標の一つである「ツアー実施後、参加者の

10%がもう一度高野山を訪れる。」ということに

繋がる結果が出たと言える。ツアー参加者が実

際にもう一度高野山を訪れたかどうかの調査が

これから必要である。 

お土産の購入額について、到達目標は「片道の

交通費ほど（1,500 円程度）のお土産の購入」

であったが、アンケート調査の結果、図 3のよ

うな結果になった。一人当たりの平均消費額は 804円と到達目標には届かなかった。また、

比較として 10代 20代の平均土産・買い物代と飲食費（H25年度観光庁による観光統計調

査）を載せている。今回のツアー参加者は大学生ということもあり、あまりお金を使いた

がらないからということが大きな理由の一つである考えられる。一方で、図 4 は高野山で

の購入物を参加者に回答してもらい（複数回答可）、集計したものである。上位 4つのやき

もち・コロッケ・コーヒー・笹巻あんぷはツアーのしおりに掲載し、ばあむ。メンバーが

ツアー中に Twitter や移動中のバス車内で宣伝したものであった。このことから、SNS や

ばあむ。メンバーからのクチコミは少なからず宣伝効果があることがわかった。ツアー前

から SNSによる高野山の名産紹介などのプロモーションが出来ていれば、参加者の購入に

繋がったのではないかと考える。次回のツアーでは、ツアーまでの期間に SNS等でお土産

だけではなく高野山の見所も発信するなど、地域にも経済効果をもたらすような工夫が必

要である。 

参加者のうち、高野山を初めて訪れた人はアンケート回答者 37 名中 16 名で、参加者の半

数以上が高野山のリピーターであったことが、意外な結果であった。その中には、前回・

前々回のばあむ。ツアーに参加してくれている人が 6 名いた。ばあむ。としてはツアーに

図 2 

図 4 図 3 



リピーターとして来てくれていることは嬉しい限りである。だが、ツアーとしては新たな

訪問者を生み出すことが目的であるため、新しい観光客をどのように生み出すのかが今後

の課題であると考える。 

 

参加者の声 

ツアーに関する自由記述の中には、「初めての高野山に感動しました。山登りができなかっ

たので、機会があればまた行ってみたいと思う。」「高野山は 3 回目だったが新たな発見も

あり楽しかった。自由に散策することもできてよかった。」と、高野山を満喫してもらえた

ことがうかがえる。一方で、「1度行ければ満足で 2度行こうとは思わない場所でした。」と

いった参加者のリアルな意見も見受けられた。今後のツアープランの作成で考慮すべき点

の一つである。 

また、「数回訪れたことがあったんですが、その時に知れなかった知識を得ることができた

ので良かったです。」「数回訪れたことがあったんですが、その時に知れなかった知識を得

ることができたので良かったです。」など、ばあむ。によるガイドも好評であった。 

 

まとめと今後の展開 

ツアー全体を通して、メンバー間での情報共有が行き届いていなかったり、メンバー内で

高野山に対する知識の差があったりと、入念に計画し抜かりなく準備をしてきたつもりで

も、まだまだ足りない部分があると感じた。また、ツアー班のばあむ。メンバーはよく動

けていたが、ほかのメンバーの中には手持ち無沙汰になっている人もいたため、もっと上

手く仕事を割り振ることが次回に向けての課題である。 

次回のツアーは、より魅力あるツアープランを作成すべきである。というのも、今までの

ばあむ。のツアーは参加費無料ということを推していたが、次回からは参加費を徴収する

ことも視野に入れ、最終的には助成金に頼らないツアーの作成につなげたいと考えている。

アンケートの自由記述からも、参加費が無料だから来ているのではないかと考えられる。

参加費が多少かかっても同じ数の参加者を募るためには、ばあむ。による解説・ガイドな

ど個人で行く以上の付加価値をつけることが必要である。ツアーの内容としては、阿字観・

写経など現地での体験をツアープランに加え、現地の人々に協力してもらうことで、地域

も巻き込んだツアーにできないかと現時点で構想中である。どうすればリピーターが増え

るのか、どうすればもっと地域にお金が落ちるのか、地域にも私たちばあむ。にも有益な

ツアーにしたい。 

4年間の活動が実を結び、学内でばあむ。の知名度が上がってきていると今回のツアーで感

じた。その結果として今年も多くの新メンバーも加わり、今後はツアーや定着した企画の

ほかにも新しい活動もできればと考えている。 



CybathlonProject 成果報告会 
 

１機体外装 

機体外装を大会用の仕様に改良 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2基板加工 

MITSを用いて電気の勉強用の基板を作成 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

都合により、CYBATHLON Project の Robotic Wheelchair 開発ミッションに

関しては、報告書の掲載はありません。ご了承をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金枠採択プロジェクト成果報告書 

 



和歌山大学 クリエ映像制作プロジェクト 

基金枠報告書 

作成：プロジェクトリーダー 吉永 鈴 

 

1. 目的 

当プロジェクトでは、下記の 3つを目的として活動している。 

 

・大学や地域の情報を、映像を利用して広く発信する 

・企画から実行までチーム一貫して行い、取材やインタビュー、アポイントメント取り等

から人とのコミュニケーションや礼儀を学び、各人の社会性、適応力を高める 

・映像制作を通して表現力、技術力をあげる 

 

技術の進歩が著しい昨今においてもなお触れる機会が多い「映像」という視覚的・聴覚的

な伝達ツールは、幅広い層の人々への情報発信に適したものであると考えている。そし

て、その手段を用いての情報発信によって目的の第二、第三に挙げられる内容を達成する

ことが 3つの目的を統合し、私たちが普段の活動から念頭に置いている考え方となってい

る。 

どの種類の映像作品であっても完成までには多くの人々の協力が不可欠であり、外部の方

に出演を打診したり、主な撮影は学内でおこなわれることが多いが、煩雑な撮影の許可を

取ったりすることも少なくない。プロジェクト外の方との連携において必要なコミュニケ

ーション能力や礼儀をはじめとする社会性を学ぶ場として、団体行動と各自の責任の両方

を経験することができる環境になっている。 

 

 

2. 目標 

設立当初からの目標としては「映像制作における作業を 1人で出来るようになること」が

あり、企画立案からアポイントメント、撮影、編集など様々な作業を全員が経験すること

で、全ての作業を 1人でこなせる人材となることを目指している。 

これはあくまで個々の各段階の成熟を意味するのであり、この手順すべてをこなせるから

といって、作品作りをひとりでおこなうことは、私たちには不可能である。この言葉の詳

細は「あるひとつの作品作りにおいて、人手が足りない、もしくはなんらかの理由でサポ

ートに入らなければならなくなった際に、どのサポートを頼まれても対応できる人材とな

ること」であり、あくまで「団体として」作品制作にあたっている。 

 

 

 



3. 主な活動内容 

ミッションとして大学へ申請している活動は、映画制作、ドキュメンタリー制作、CM制

作の 3つが挙げられる。その他にも、大学内団体からの依頼で演奏会やイベントの撮影を

おこなったり、近年では市役所などからの依頼で地域の PR動画などの制作にも挑戦して

いる。今年度の活動では、有功東小学校 6年生からの依頼により、映画作りに関するワー

クショップをおこなった。 

 

 

4. 具体的な活動内容 

本来であればミッションとして申請している 3部門についても詳細に説明すべきである

が、ミッションごとに別途報告書を作成・提出しているため、ミッションの 3部門につい

ての説明は割愛する。 

 

和歌山市 PR動画 

和歌山市役所からの依頼のもと、1年をかけて「定住促進」をテーマとして映像づくりに

取り組んだ。 

4月に顔合わせをおこない、夏まで毎月一度のミーティングで作品の方向性や全体の構想

を練った。最初の依頼が「定住促進」という、学生には馴染みのない、また作品を作る上

でイメージの難しい言葉であったため、はじめはなかなかまとまりのない会議であった。

その面では市役所の方や指導教員など大人の言葉や話も参考にした。その後、学生側と和

歌山市役所側からの両方で意見を出し合い、現実的な可能性を踏まえつつ数多くの案を用

意することを心掛けた。これは、実際の撮影をスケジューリングする際に、使用可能な時

間との調整を迅速におこなうためである。 

7月にロケハンをおこない、和歌山市内で取り上げてほしい場所や市役所の方のおすすめ

の場所を見せていただいた。その後、メンバー間で特に印象に残った景色をピックアップ

し、約 2か月をかけてストーリーの詳細を決定、絵コンテを制作。市役所の方にもチェッ

クをお願いし、修正を重ねた。 

本来であれば 9月中旬に撮影を予定していたが、ストーリーと絵コンテの作業が思ったよ

うに進まず、また今年度は近い時期に和歌山国体もあったため、撮影自体は 10月下旬～

11下旬にずれ込んだ。天候に左右される屋外での撮影がほとんどであり、また使用したい

素材としては日の光が必要な自然の風景が多く、美しく見せるためにメンバー全員で苦労

した。中でも特に苦労したのは夕日シーンの撮影で、晩秋という時期的にも日が落ちる速

度がはやく、短時間で必要なカット数を撮影することになった。撮影初日は奇跡的に天気

に恵まれ、大変美しい夕焼けを収めることができたが、後日の撮影では同じような天気に

は巡り合えなかったため、本来予定していた色味からは変更となった。 

天候の影響による撮影の追加なども終了したのは 12月ごろで、同時期に編集作業へ移行



した。編集中に発見される撮影ミスも多々存在したが、映像制作プロジェクト外部から演

者を呼んでの撮影、かつロケ場も学外であったため、そうそう何度も撮り直しができな

い。そのため、手元にあるだけの素材での編集はおこなわざるをえなかった。絵コンテか

ら変更になるシーンも出てきたが、その点については臨機応変に対応することができたと

思っている。編集は年末年始を挟んで 1月下旬に一度仮編集したものを見ていただく機会

を設け、アドバイスをもとに修正に取りかかった。 

それとほぼ同時期に、映像内に使用する音楽を普段利用しているフリー素材ではなく、こ

のために作ってもらってはどうかとのお話をいただいた。指導教員である尾久土先生の伝

手で紹介していただいた当大学 OGの宝子さんとお話を重ね、動画のエンディングテーマ

の楽曲制作に携わっていただくこととなった。この連携は当プロジェクトでは初めての経

験であった。 

楽曲をいただき、後期試験終了後の 2月中旬～3月中旬まで幾度となく細部の修正と提出

を繰り返し、3月 16日に最終版として作品を提出した。また、同じ素材を用いて 1分間程

度のダイジェスト版映像も制作した。 

 

 

 

 

 

 



 

有功東小学校での映画作りワークショップ 

 

8月下旬にクリエを通じて有功東小学校から連絡をいただき、「総合の時間に映画制作をし

たいのだがノウハウがわからないので講義をお願いできないか」との依頼を受けた。地域

との交流の形としては今までになかったものであったため、快諾した。 

担任の先生と何度か打ち合わせを重ね、映画作りにおいて必要な役割やしておくべき準備

などについて重点を置いて説明していくことで話はまとまった。しかしながら講義をする

相手は小学 6年生であるため、堅苦しい単語や文字だけの発表では興味を持ってもらえな

いと独自に考え、一部のメンバーを集いながら小学生向け資料の制作に取り組んだ。夏休

み期間であったといえど、他の活動の合間での動きとなったため、あまり準備の時間は取

れなかった。 

1回生にも外部交流を経験させる目的で当日の小学校訪問に同行させ、PPT での簡単な講

義のあと、複数のグループにわけて実際に映画で予定しているシーンの撮影体験をおこな

った。大きく役割をカメラ、音声、監督の 3つに分け、各役割に対しメンバーをひとり配

置、横からサポートに徹し、実際の仕事は小学生に任せた。 

このワークショップによって生徒たちが興味を持って映画制作に取り組めるようになった

との連絡をいただき、この仕事は終了となった。そして先日、約 6か月をかけて制作した

映画が完成したとの連絡をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

5. 結果・成果 

和歌山市 PR動画は 3月 16日に 7分のものを完成させ、和歌山市役所へ提出した。後日

和歌山市役所の公式アカウントから You-Tubeへアップロードされる予定である。一部メ

ディアにも取り上げられ、撮影の様子が 3月 17日付の「わかやま新報」に掲載されてい



る。また、いくつか他のメディアからも取材を受けたが、詳細は把握していないためここ

での記載は割愛させていただく。 

小学生向けのワークショップについては、はじめての経験であり、おそらくこれからも多

くある依頼ではないと思うが、経験の蓄積としてはひとつの成果があったものと見てい

る。特にまだ外部からの依頼に対応し、実際に交流する機会のなかった 1回生にこのよう

な経験をさせることができた点は大きい。他者との交流において大切なコミュニケーショ

ン能力は年齢に関係なく発揮できることが望ましい状態であるため、今回のイレギュラー

は、逆に滅多に鍛えることのできない層を鍛える訓練になったのではないかと考えてい

る。 

 

 

6. 今後の課題・展望 

学生である私たちにとって「1年」という長い期間での作品作り、外部との連携という機

会はあまり存在しない。そのため、いままでよりも長い目で見てのスケジューリング能力

やチーム内でのよりこまめな状況把握が必要であった。また、技術的な面での課題を挙げ

るとするのであれば、今回の和歌山市 PR動画の撮影は 2回生中心で撮影にあたり、機材

慣れしているメンバーが多い中であったため問題は最小限に抑えることができたが、今後

同じような機会に恵まれたときのために、もう少し 1回生にも積極的な参加を呼びかける

べきであったと思う。撮影場所を学内、演者を自分たちの中で出して作品を制作すること

が多い私たちのプロジェクトでは、「限られた時間や回数の中で失敗なく迅速に撮影をお

こなわなければならない」という概念があまり存在していない。失敗してもまた撮り直せ

ば、という考えが必ずしもいけないわけではないにしても、場合によっては困難なことが

あるとしっかり認識し、そのときにも慌てることなく対応・連携する能力は今後必ず必要

になってくるものだと確信している。そのためには、今後もこういった外部との交流、作

品作りの機会をできうる範囲で無駄にすることなく、内輪以外の目が向けられたある種の

プレッシャーがかかった状況下で活動することへの意識をメンバー全員で共有していく必

要があると考える。 

年々外部からの依頼などでの映像制作をおこなう機会も増え、目的のひとつである「礼

儀・社会性を身につける」という点においては一部で向上の兆しが見えつつあると思われ

る。また、「大学や地域の情報の発信」としてもその役割は大きい。しかし、大きな課題

はこの認識をメンバー全員で認識していくことである。喜ばしいことに当プロジェクトは

年を追うごとにメンバーが増加しているが、その一方で組織として肥大化が深刻となって

いる。全員が平等に機材に触れ、作品の制作に関わることが、難しい状況も出てきつつあ

る点が特に大きな問題と言えるだろう。これでは当然メンバーの習熟に差が出てしまう。

各個人の活動に対する姿勢にも個人差があることは確かだが、かといって機会の平等は用

意されるべきだと考えている。毎年入って来るメンバーの性格や傾向からもアプローチの



仕方は変えていかなくてはならず、その解決法は必ずしもひとつではない。1年という短

い期間で技術の継承をはかりつつその方法を模索することは非常に困難な道ではあるが、

この方法自体を数年かけて確立していかなくてはならないと認識している。 

来年度の新入生がどの程度入ってくるかは未知数であり、どういった方法での接し方が適

切なのかはすぐにつかめるものではないが、次の代が新しく打ち立てた方針の妨げになら

ない範囲内で、現主要メンバーもサポートにあたっていくことが重要である。 

 

 

7. 感想 

和歌山市 PR動画がどれほどの人に閲覧され、どのような形で視聴者に届くかはまだわか

らないが、私たちメンバーが目にした美しい和歌山の景色を同じように味わってもらえる

ことができることを望む。 

いままで自分たちが制作してきた映像において、あまり音楽を気に留めたことがなく、フ

リー素材のものを多用してきた。今回の和歌山市 PR動画制作における宝子さんとの連携

で作っていただいた曲を映像とともに再生した際、音楽ひとつでここまで「作品」として

のレベルが違ってくるのかと驚愕した。今後の作品制作において、いままでに視野に入れ

てこなかった音楽についても幅を広げていくことができるようになればと思う。 

また、小学生というかなりの年齢差がある団体と交流することで、相手に合わせて考える

ことの大切さと難しさを学ぶとともに、改めてなにかが伝わったときの達成感を共有する

ことができた。 

 



バンパー強化（上） 

ハンドルの高さ調節（右） 

電動アシスト機構取り付け作業（上） 

平成 27年度基金枠研究成果ポスター 

ソーラー四輪自転車プロジェクト 

観光学部観光経営学科二回 本間明 

 

 

1. プロジェクト目的 

一般の方に 2人乗り四輪自転車の魅力を体感してもらう 

 

2. 研究成果 

 電動アシスト機構の取り付け 

ドライバーの負担軽減の為に、電動アシスト機構を導入した。

ヤマハ製の電動アシスト自転車から制御コンピュータを含めた

電動アシスト機構を四輪自転車へ移植した。 

 

 バンパーの強化 

昨年度の和歌山縦断走行において、既存

のものでは衝撃に弱いことが分かった

ため、新しいパイプを溶接し車体に取り

付けた。 

              

 ハンドルの高さ調節機能 

自転車のサドルの高さを調節する機能を

応用し、子供や女性でも漕ぎやすい設計

に改良した。 

 

 北海道縦断走行 

車体の耐久性テストと2人乗り四輪自転車の広報を兼ねて、

北海道縦断（総距離 650㎞）の長距離走行を行った。函館

から稚内までの 650㎞を 7日間で走破した。 

7日間の走行中は、駆動用バッテリーへの充電は太陽光パネ

ルからの供給だけでまかなった。 

 

 

 

 体験試乗会 

一般の方を対象とした四輪自転車の体験試乗会を南紀

熊野サテライトで行った。 

公道での利用ではなかったので、一般の方でも安心して

利用いただけたようであった。 

 

北海道縦断のルート（右） 

試乗体験会の様子 



平成 27年度基金枠成果報告書 

ソーラー四輪自転車プロジェクト 

観光学部観光経営学科 2回生 本間明 
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＜成果報告＞ 

1. プロジェクト目的 

一般の方に 2人乗り四輪自転車の魅力を体感してもらう。 

 

2. 目的達成のための課題 

① 車体の改良 

目的にもあるように、2人乗り四輪自転車の利用の対象は一般の方である。こ

の自転車の認知度が皆無に等しいという状況から、利用対象者のほとんどは

この自転車に乗ることはおろか、見るのも初めてであることが想定される。

そのため、初めて利用する人でも安心・安全に利用できるような車体作りを

重視する必要がある。 

② 広報活動 

2人乗り四輪自転車を利用してもらうためには、まず一般の方にその存在を知

ってもらう必要がある。しかし、国内でこの自転車の利用例は無く、認知度

は皆無に近い状況である。様々な企画を通して、この自転車の認知度の向上

に努める。 

③ 2人乗り四輪自転車の活用方法の模索 

2人乗り四輪自転車が利用された前例がほとんどないため、この自転車がどの

ような魅力を持つのか、またはどのような利用方法であればその魅力が最大

限発揮されるのかはまだまだ未知数である。そのため、このプロジェクトで

は多様な活用方法を試行錯誤して、そのたびに分析を行い、また次の企画に

生かすというサイクルを繰り返し行うことで、より適切な活用方法を模索す

る。 

 



 

3. 実施内容と成果 

 電動アシスト機構の取り付け 

昨年の和歌山縦断走行の際、車体重量によるドライバーへの負担がかなり大

きいことが分かった。それをうけ、今年度は電動アシスト機構の導入による

ドライバーの負担軽減を目指した。 

警察から電動アシスト機構は保証された市販のものを使用するようにとの条

件を出されていた。そのため、ヤマハの電動アシスト自転車から、制御シス

テムを含めた電動アシスト機構を 2人乗り 

四輪自転車にそのまま移植するという方法をとった。 

車体上部に取り付けた屋根の上に、スポンサーである株式会社キナン様から

いただいたソーラーパネルを設置した。ソーラーパネルから駆動用バッテリ

ーに充電するという電気供給システムの開発によって、走行しながらの電力

自給が可能となった。 

 

 北海道縦断走行 

＜目的＞ 

車体の耐久性テストと 2人乗り四輪自転車の広報を兼ねて、北海道縦断（総

距離 650㎞）の長距離走行を行った。 

昨年の和歌山縦断走行より距離をのばすことと、公道を走る際に、路肩が広

く自動車に対する不安を軽減できるという点で北海道が長距離走行に適した

地であると判断した。 

和歌山縦断走行では、プロジェクトメンバーが 2人乗り四輪自転車の魅力を

十分に体感することができた。その経験から、長距離走行は新入生がこの自

転車の魅力を知るための有効な手段であると考え、昨年に引き続いての企画

となった。 

 

＜成果＞ 

 距離の伸長 

函館から稚内までの 650㎞を 7日間で走破した。これは、一日平均約 95㎞走

行した計算になり、一日平均走行距離 60㎞であった和歌山縦断走行時に比べ

て、かなり距離を伸ばしたことがわかる。 

主な要因は、電動アシストの効果で坂道でもスピードがさほど落ちなかった

ことと、北海道の路肩の広さが自動車との並走に有効に働いたことが挙げら

れる。 

和歌山縦断走行の際には道幅の狭さが原因で、四輪自転車の後ろにすぐ自動



車の渋滞をつくってしまい、そのたびに一時停止して自動車が流れるのを待

つというタイムロスがしばしばあった。 

 

 太陽光パネルからの電力自給 

7日間の走行中は、駆動用バッテリーへの充電は太陽光パネルからの供給だけ

でまかない、外部電力からの充電は不要であった。つまり、コンセントが無

くても天気が良ければ、アシストを一日駆動させるための電力は走りながら

に自給できたということである。 

 

 マスコミからの注目 

北海道縦断走行中の様子が新聞やテレビニュースに取り上げられ、四輪自転

車の広報という点で大きな成果を残したと言える。走行中も、テレビを見た

と言って声をかけてくれる地域の人がたくさんいて、とても勇気づけられた。

公道走行は危険が伴い、かなりの注意が必要だが多くの人の目に触れるとい

う点では効果的だと感じた。 

 

 クラウドファンディングによる資金調達 

北海道縦断走行で一番頭を悩ませたのは、北海道までの四輪自転車の搬送方

法だった。事前にいくつかのパターンを比較した結果、フェリーで運送する

のが一番低コストであることがわかった。それでも、運送で 30万円ほど 

 

 

＜課題＞ 

走行最終日にベアリングが破損するというアクシデントが起こった。原因は、

太陽光パネルや駆動用バッテリーの搭載によって車体重量がかなり重くなっ

たことである。 

今後は車体を軽量化し、アシストがより有効に機能するよう整備を行う。 

       

 

      ＜北海道縦断走行を終えて＞ 

二度の縦断走行を経て、自分たちが体感した四輪自転車の魅力を外部に伝え

る活動を行っていきたいという思いが強くなった。今までの活動では一般の

方が四輪自転車に乗れる機会が少なかったため、今後は、一般の方が四輪自

転車を利用することを前提としたプロジェクト運営を行う。 

 

 



 

 南紀熊野サテライトでの体験試乗会 

北海道縦断走行後のプロジェクトの見直しを受け、一般の方を対象とした四

輪自転車の体験試乗会を南紀熊野サテライトで行った。 

公道での利用ではなかったので、一般の方でも安心して利用いただけたよう

であった。 

 

 

4. 新たな課題 

 車体改良 

プロジェクト目的の見直しに伴い、２人乗り四輪自転車の利用の対象範囲が

一般の方にまで拡張された。よって、今まで以上に安全・快適に利用できる

ような車体づくりに取り組む必要がある。試走回数を増やし、車体改良のた

めのデータを定期的に採取する。 

 

 2人乗り四輪自転車の活用方法の模索 

二度の公道長距離走行や体験試乗会を通して、四輪自転車の魅力や、活用方

法の適性について少なからず発見があった。私たちが扱う自転車に対して、

利用者はどのような魅力を感じるのか、また、その魅力を最大限引き出せる

環境はどのようなものかを、今後も様々な企画を通して継続的に調査・分析

する。 

3月末に予定している企画では、高野山で 2人乗り四輪自転車が、高野山の観

光地をつなぐ移動手段としての利用に適しているかどうかを検証する。具体

的には以下の手順で行う。 

まず高野山駅利用者を対象に、高野山内での移動手段についてアンケートを

とることでマーケティング調査を行う。 

次に、仮想観光客のプロジェクトメンバーが、実際に自転車で高野山内の観

光スポットを巡る。その後、メンバーを対象に感想を聞き、自転車の魅力や

自転車の利用先としての高野山の性格を分析する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. まとめ 

本プロジェクトは昨年度に設立され、基金枠をいただいた今年度は二年目の活動

年であった。プロジェクト一年目は、自転車を使って何かおもしろいことがした

いというメンバーの想いを原動力にして、無我夢中で活動してきた。労働とは異

なり、活動に対して物質的な報酬など無いため、活動のモチベーションは常にメ

ンバー自身のやる気・自主性に依拠していた。授業やアルバイトの合間での作業

で、安定した活動は困難であったが、それでも北海道縦断走行などの大きな挑戦

を成功させることができたことは、メンバーにとって、生涯の大きな自信になっ

たように感じる。もちろん、その成功はメンバーだけの努力だけでなく、常に学

生の活動を応援してくれていたクリエの皆さまや、時には活動に対して厳しい意

見を投げかけ、一度立ち止まって考えさせるきっかけを与えてくださった先生方、

スポンサーの株式会社キナン様、地域の方々等、日頃よりプロジェクトを応援し

て下さるすべての皆さまのお力添えがあったからこそである。失敗は若者の特権

というが、そのことだけはないがしろにせず、プロジェクトの責任として引き継

いでいく。 

二年間、クリエで一つのプロジェクトを運営してきた私自身が成長できたと感

じることは、問題解決に取り組む姿勢についてである。クリエの活動は、プロジ

ェクト内部から自発的に問題が提起されることから始まる。「こんなことをしたい」

という自主的な想いを起点にして、大学で普段学んでいる理論を用いながら、社

会の中で要求を実現させていくという実体験を経験する。このプロセスを経て、

私たちは思考力と問題解決の力を養った。 

北海道縦断走行後、プロジェクトの方向性は「自分たちだけが楽しむ」から「み

んなを巻き込んで楽しむ」という段階に発展していく。プロジェクトの活動が社

会の中で持続するためには、その活動の趣旨が社会の流れに沿う必要があるよう

に思われる。しかし、自分たちの自主的な想いを原動力にすることに変わりはな

い。みんなが楽しめるようにするにはどうすればよいのか。その答えは、まずは

自分たちが楽しむことにあるのかもしれない。何事も楽しく取り組むこと、その

様子がプロジェクトの魅力となり、また、2人乗り四輪自転車の魅力にも発展して

いくように活動していく。 

今後もプロジェクトの組織内、外部との関わり方において、建設的な関係でい

られるようなプロジェクト運営に努めていきたい。 

 

プロジェクト代表 本間明 
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