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テクノロジーを使い，人間の能力を拡張するこ

と，そしてそれがリハのため，失われた能力をで

きるだけ元に戻せるようにするために使う，これ

は誰しもが首肯するところだろう．

ただ，テクノロジーの使い方はそれだけではな

く，心を豊かに明るく，ポジティブに楽しくする

ためにも，とても有効である．この 2つの面を端

的に進めているものとして，本稿では 2016 年 10月

にチューリッヒで行われたCybathlon と，日本発

のアイデアでこの 2年間で急激に発展してきた超

人スポーツの 2つを取り上げて簡単に解説したい．

Cybathlon

Cybathlon は，2016 年 10 月 8 日，チューリッ

ヒ郊外クローテンにある SWISS アリーナで行わ

れた競技会で，主催は，ETHZ，スイス連邦工科

大学チューリッヒ校である．筆者のうち，稲見は

現地で，石原は中継で大会を見守った．事前に公

表されたルールの詳細と，ETHZの関連する研究

開発の背景については，以前拙稿
1)
に記したので，詳

細に興味のある方は一読いただければ幸いである．

主催者の定義によれば，Cybathlon とは，ロボッ

ト工学技術を含む，高度なアシスティブデバイス

を使う障害者の競技大会である．日常生活に有用

な，新たなアシスティブテクノロジーの開発を促

進する機会を与えることが目的であり，Cybath-

lon を開催することで，バリアの克服を促進する

ことを目指している．選手だけでなく，開発チー

ムも同様に称えられる．

実際の競技内容は，義手の制御競技，動力義足

による障害物競走，exoskeleton（動力外骨格）に

よる障害物競走，電動車いすによる障害物競走，

ブレイン・コンピュータインタフェース（BCI）に

よるレースゲーム，FES（functional electrical

stimulation，機能的電気刺激）による筋肉運動で

麻痺脚を動かす，室内自転車レースの 6つがある

（図 1）．競技規定の詳細は，大会の web にある

（http:／／www.cybathlon.ethz.ch／en／）．障害物の

ある競争では，ある課題をパスしたり，複数回の

繰り返しのある課題を 1回だけ行うということも

許されるが，その分の課題ポイントは加算されない．

義手の制御競技は，並び替えパズルや，日本で

は�イライラ棒�として知られている，ワイヤー

ループに棒を接触させずに通過させる課題，瓶と

ペットボトルの蓋を開ける，電球を交換する，物

干しロープに洗濯物をピンチで止める，買い物カ

ゴに品物を出し入れするといった日常動作の課題

からなる．競技ルールでは，動力をもつアクティ

ブ義手でも，もたないパッシブ義手でもよい．

ほぼ完全に動き，その能力がアカデミックに検

討されている電動義手は，実は 2011 年の時点で

商品化されているものは 5つ，大学等で研究され

ているのは 11 種類ぐらいしかない
2)
．実用に供

されているものの多くは，3 本指だったり，ある

いは 5本指であっても独立しては動かない．複雑

なメカニズムにするほど重く，遅く，信頼性に欠

ける点とのトレードオフが依然としてあり，どの

くらい自由度が低くても生活や仕事に使えるの

か，あるいはそれはユーザーの努力によって補う

のか，いまだ検討すべき点が多い．観戦するかぎ

りでは，電球の交換は力の制御と手首の回転が必

要で，どのチームも苦戦していた．
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オランダ，ドイツ，スウェーデン，ロシア，イ

タリア，カナダ，英国からの 10 チームの参加中，

日本の電気通信大学発のベンチャーである Mel-

tinMMI（http:／／meltin.jp）の前田和哉選手が総

合結果で 8 位であった．1 位のオランダ DIPO

Power の Bob Radocy 選手の義手は 2 本指の

GRIP 5 Evolution Prehensor を使っていて，これ

は動力をもたない軽量のパッシブ義手で，肩や肘

関節の動きや，健常側の手を使い，外側に出てい

る細いシャフトを駆動もしくは固定する（http:／／

www.trsprosthetics.com／product／grip-5-evolu-

tion-prehensor／）．2 位はドイツの Michelangelo

チーム（Ottobock社製電動義手）で，時間は速かっ

たものの，課題のポイントは届かず，熟練者のパッ

シブ義手に残念ながら及ばなかった．

動力義足（powered leg）による障害物競争では，

地上高 45 cmの座面のソファから立ち上がり，高

さ 35 cm のハードルをまたぎ，そして 150 cm 高

のバーの下をくぐる．次に斜度 15 度の斜面を登

り，ドアを開けて通り，完全に閉め，斜度 20 度の

斜面を下る．その先には 200×400 cm のスペー

スに，丸い平面の�飛び石�が置かれていて，そ

の上を歩く．引き続き，さまざまな角度で傾いた

面の上を歩く．最後は 6 段の階段を昇降する．高

さは 170 mm，階段の上面の奥行きは 280 mm．

最上面の長さは 1,250 mm となっている．一度階

段を昇降すると，次はコーヒーカップやリンゴ 3

個をのせたお盆を持ってもう一度階段を昇降しな

ければならない．課題を回避することもできる

が，その分課題ポイントはつかない．

この競技の 1 位はアイスランドの RHEO

KNEEチームで，同国の Össur社の膝継手を使っ

ている．この競技では，1〜3位までが同社関連の

アイスランドのチームであり，パフォーマンスの

高さをみせつけた．日本の Xiborg（xiborg．jp）

の真野雄輝選手は，初戦で好タイムであったもの

の，ポイントを稼げず，残念ながら最下位の 12 位

であった．

この競技でも，義手と同様，アクティブとパッ

シブの両方が許容されている．1，2 位はパッシブ

であるが，3 位はモーターで動くアクティブ継手

で，課題ポイントは 1，2 位と同じで時間だけが遅

い，ということは可動範囲やコントローラビリ

ティは同等であるといえる．このスピードの差は

近いうちに埋められるだろう．

Exoskeleton による障害物競争は，動力義足と

同様のコース設計だが，異なるのはソファの後の

障害物が，またぐものではなく垂直のポールをス

ラロームして進むことと，最後の階段で，お盆を

持つことを課せられていないことである．タイム

リミットは 6 分．選手は，胸部か腰部脊髄の完全

損傷であることが条件なので，必然的に下肢は完

全に脱力していることになる．杖の使用は認めら

れている．ドイツ，米国，韓国，スイス（2 チー
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図 1 コース全景
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ム），メキシコ，ロシアから 7 チームが参加した．

このレースでは，最初のソファからの立ち上が

りに，どのチームもかなり苦労していた．選手は

下肢が完全に脱力している状態なので，立ち上が

りのときに杖をどのように使えるかで，最初に大

きく差がついていた．明らかに上肢も麻痺してい

る選手もいて，杖の使用も難しいチームもあった．

今後は障害の程度によってルールを変える必要が

あると思われる．

1 位は ReWalk チーム．ReWalk Robotics（re-

walk.com）は米国の会社で，2014 年にFDAの認

可を受け，同社の ReWalk はすでにさまざまな病

院，施設，また個人で実用に使われている．ベル

リンにも拠点があり，このチームはドイツからの

出場となった．2 位はフロリダの研究開発機関

IHMC（ihmc.us）のチーム．3 位は韓国の西江大

学（Sogang University）発のベンチャーである

SG mechatronics（sgmechatronics.com）であっ

た．この大学は，すでに 15年以上，リハ目的のロ

ボットをさまざまな側面から研究開発し続けてき

て，論文も多数発表しており，学ぶべき点が多数

ある．試合では，支えようとするスタッフを振り

切る Kim Byeong-wook 選手の大変な粘りが大き

な拍手を受けていた．

電動車いすによる障害物競走は，冒頭のソファ

の代わりに，テーブルについたところからのス

タートとなる．�がテーブルの下に入っていなけ

ればならない．Exoskeleton と同様の 1,400 mm

間隔のポールを使ったスラロームがある．斜面と

ドアは同じ．飛び石の代わりに，10〜50 mmの高

さで，ゴムロールや，さまざまな形のプレートが

埋まっているコースを走ることとなる．傾斜面は

同じもの．階段昇降は 3 段となり，最上面の長さ

が 2,930 mm となっている（図 2）．障害物が多

岐にわたるために，スピードや操縦性重視か，階

段や障害物の踏破を目的とするか，どの側面に注

力するかで，大きくアプローチが異なっている．

スイス，香港，スロベニア，日本，ロシア，米国，

イギリス，韓国，ギリシャから 12 チームが参加し

た．意外なことに，最初のテーブルにつくところ

で手間取るチームが多かった．通常，高機能な車

いすでは高さがあり，テーブルの下に膝を入れる

ことが難しく，低床になるようにつくることに今

後の課題がある．それを開発者に気づかせること

を狙ったルールであるように思えた．香港チーム

の車いすは前後 2分割のキャタピラーつきクロー

ラー構造で，階段を登ることはできていたが，最

後の 2段を降りるところが難しく，ここに課題が

残った．ギリシャチームの laddroller（laddroller.

com）は，フレームは一般的な形状だが，径が大

きい前輪に，小さいオムニホイール（縦横方向に

動く）が後輪という変わった構成で，階段昇降は

無理なものの，一般道路では少々の障害物に強く，

現実的な解決案だと思う．
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図 2 電動車いすによる障害物競争ファイナル

手前から RT-Mover チーム，リュブリャナ大学チーム，香港科学技術大学チーム，スイスHSR チーム
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1位はスイスのHSR チーム，2 位は香港科学技

術大学チーム，3 位はスロベニアリュブリャナ大

学チーム．和歌山大学の RT-Mover チーム

（https:／／www.wakayama-u.ac.jp／˜nakajima／cy

bathlon／index.html）は，惜しくも 4 位であった．

RT-Mover は，乗員を水平にキープする能力が突

出している．他のチームは，特に階段を降りると

きに危うい挙動であった一方，RT-Mover は片輪

ごとにクロールするように動き，階段の昇りも降

りるときも，極めて安定した危なげのない動作を

示した．また車高も低く重量も軽量にでき，現状

ではこれが階段と障害物踏破で世界一のメカニズ

ムであると思われる．

BCI によるレースゲームは，ゲーム画面内で走

るアバターを，脳波でコントロールしてゴールに

導くものである．ゲームステージは 3 つあり，回

転，ジャンプ，すべり込みの 3 つの動作が各ステー

ジで必要となる．これらの動作を脳波でトリガー

しないと，アバターが障害物を乗り越えられない．

この競技には 11 チームが参加，地元スイスのチー

ムが 1，2 位を取った．この競技には，信号処理と，

トリガーするための脳波のパターンを機械学習す

ることが必要である．競技者は，トリガーになる

ような脳波のパターンを思った通り出す必要があ

り，人間のトレーニングと信号処理，機械学習の

両面でまだまだやれることがたくさんある．

FES による自転車レースは 11 チームが参加し

た．室内トラックを 7 回周回し，1,019 m を走行

する．どのチームも 3 輪もしくは 4 輪のリカンベ

ント型（寝そべるか，腰かけて座る）自転車を使っ

ていた．1位は米国，2 位は英国，3 位はスイスの

チームで，猪飼嘉司選手が出場した日本の Mel-

tin MMI チームは総合成績 9 位であった．リカン

ベントだと，背中を押し付け，大�の筋肉と腹筋

でペダルを蹴飛ばすように漕ぐことになるのだ

が，麻痺の程度によって，それができる人とでき

ない人が当然いて，細かく障害ランクに分ける必

要があると思った．また，筋肉を外部から電気刺

激することで下肢を動かしているので，チームに

よっては選手がとてもつらそうな表情で，ペダル

から足が外れる，うまく足を回転できなくなると

いうトラブルが続発していた．一つはペダルの下

死点をどう扱うかという力学の問題である．麻痺

がなければ，足関節のわずかな回転で下死点を回

避しているのだが，それができない．猪飼選手は

メカトラブルもなく笑顔で安定したパフォーマン

スを示し，大いに将来が期待できる．

Cybathlon を主催した，ETH チューリッヒの

Sensory-Motor system lab，感覚運動システム研

究所は，Robert Riener教授が所長を務めている．

ここで行われている研究は，生体信号処理，人間

の身体運動制御モデル，ロボットや義肢義手の

ハードと制御システム，リハとトレーニングのた

めのシステム，病院と連携しての医療現場への応

用と，一通りが揃っている．日本の研究レベルも

実用レベルもなかなか高いことがこの大会で示さ

れたので，このように研究を結集して臨む体制が

俟たれる．

超人スポーツ

Cybathlon は，上に述べたように，失われた運

動能力を機械との融合によって取り戻す，その目

的で研究開発を強力に後押しする意図がある．一

方で，日本発の新たなムーブメントとして，超人

スポーツがある．超人スポーツは特定のスポーツ

競技を指すのではなく，今ある技術を活用して

行って，スポーツがどのように拡張できるか，ど

うすれば，いつでもどこでも誰でも楽しめる新し

いスポーツを開拓できるか，それを考え試してい

こうという考え方である．

超人スポーツ協会（http:／／superhuman-sports.

org）は，2015年（平成 27年）6月 1日に正式に

発足した．発起人で共同代表は，慶應義塾大学の

中村伊知哉教授，東京大学の暦本純一教授と，こ

の文章の著者である稲見昌彦の 3 人である．Cy-

bathlon の Riener教授も顧問に名を連ねている．

超人スポーツのユニークな点は，身体の運動を

拡張するという Cybathlon の方向も含んではい

るが，VRやMixed Reality といった，視覚や身体

感覚を増幅や拡張していく方向が大きいことにあ

る．そして何より面白いのが，障害があっても，

年齢差，体格差があっても，極力誰でもが楽しむ
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ことができるものにするアイデアである．�すべ

ての参加者がスポーツを楽しめる�，�技術ととも

に進化し続けるスポーツ�，�すべての観戦者がス

ポーツを楽しめる�が，超人スポーツ 3 原則である．

いくつもの競技がすでに考案され，実際に実施

されている．たとえば安藤晃弘，川村康二，安藤

良一の 3 氏が考案の Bubble Jumper は，Skyrun-

ner という名前ですでに商品化されているジャン

ピングシューズを履き，バブルサッカーで使う，

空気で膨らませたビニル製バルーン�バンパー�

を上半身に装着する．試合は，この状態でぶつか

り合い，先に倒れるかエリアから押し出されたほ

うが負けである（図 3）．既存のものの組み合わ

せであるため，個々の機材の信頼性は高い．ジャ

ンピングシューズ単体は相当の修練が必要であ

り，危険もあるが，これをバンパーと組み合わせ

たことで，安全性が格段に増している（バンパー

は直径が 1.2〜1.4 m あり，頭部まで中に入るの

で，どのように転倒しても，上半身が地面に接触

することがない）．また恐怖感もなくなる．何よ

り，観戦していて，とてつもなくコミカルである

（動画は超人スポーツのHP にある）．

チーム HADO（meleap．com）による HADO

は，プレイヤーはスマートフォンベースのヘッド

マウントディスプレイを装着し，腕に加速度セン

サーをつける．プレイヤーは，手から�エナジー

ボール�を発射することができ，またバリアを出

すこともできる．個々のプレイヤー同士で戦うこ

ともできるし，モンスターが出現し，それに集団

で戦うこともできる．走り回って戦うこともでき
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図 3 Bubble Jumper

図 4 HADO（電動カートバージョン）)
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れば，あまり移動せずにプレイすることもできる．

図 4 のケースでは電動カートで行っている．子

どものころに誰でも夢見た，手からビームやボー

ルを発射するという体験を，VR や AR を使って

実現している．

筑波，早稲田，慶應義塾大学の学生チームによ

るキャリオット（http:／／dtks49.wixsite.com／car

ryotto）は，モーターのついた小型のボードが�馬�

となり，それに 2本の�手綱�がついていて，プ

レイヤーは台車に乗り，手綱で引っ張られながら

コースを走る（図 5）．プレイヤーが乗るものは

スケードボード等，立位でバランスをとる難易度

の高いものから，普段使っている車椅子や，子ど

もと大人が乗れるカート的なものまで，さまざま

なものを使うことができ，すでに子どもから高齢

者，身体障害のある方まで幅広く体験している．

ここに紹介した 3つの競技以外にも現在正式に

認定されたものが計 6 種類あり，さまざまな競技

が大学や企業，団体で新しく考案され試されてい

る．学術研究会がこれまで 2 回，東京だけでなく，

岩手県でも盛んにイベントが行われている．

＊ ＊

本稿では，Cybathlon と日本発の超人スポーツ

を取り上げた．一方で，いわゆる障害者スポーツ

も古くからあり，盛んである．障害者スポーツは，

体力をつけ，また残存機能を低下させない目的で

大変重要であることはいうまでもない．Cybath-

lon は徹底的にテクノロジーを活用して，失われ

た分，あるいはそれ以上に身体能力を発揮するこ

とを目的とするシリアスな研究開発の場である．

超人スポーツは，巧拙や体力，身体機能の差をいっ

たんリセットし，誰でも笑顔で楽しめ，驚きのあ

る，新たな場を提供するという意義がある．障害

者スポーツと合わせた 3つの方向性が育ってきて

喜ばしく思っている．今後の発展を願わずにはい

られない．
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図 5 キャリオット

さらに深めたい方へ
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