
つくばチャレンジ 2016 参加者説明会 次第 

 

日時：平成 28 年 7 月 9 日（土）10 時 00 分～11 時 30 分 

場所：つくば国際会議場 中ホール 300 

 

1. 開会 

 

2. 挨拶 

 

3. 参加チーム，実行委員，事務局の紹介 

 

4. つくばチャレンジ 2016 の課題と計画、安全の確保について 

（油田実行委員長） 

 

5. 実験走行の手順 

（実行委員会事務局） 

 

6. つくばチャレンジの場を使った RTK-GPS の実証実験について  

（茨城工業高等専門学校 岡本修 准教授） 

 

7. その他 

 

8. 質疑応答、意見交換 

 

9. 閉会 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【配付資料】 

  ●つくばチャレンジ 2016 広報チラシ（参加チーム・日程について） 

  ●2016年度つくばチャレンジ実行委員会名簿（2016.7.1現在） 

●つくばチャレンジ 2016の課題 

●実験走行の手順 

●（仮）RTK-GPSの実験について 

   



（五十音順）
名前 名前 所属
あ 赤井　直紀 名古屋大学　未来社会創造機構

秋元　俊成 日本工業大学　創造システム工学科
安藤　吉伸 芝浦工業大学　電気工学科　
飯島　純一 明星大学　情報学部
五十嵐　広希 長岡技術科学大学
伊佐間　久 茨城県　企画部科学技術振興課
石川　卓 茨城県　工業技術センター
市浦　茂 NVIDIA
伊藤　茜 つくば市
伊藤　昌平 （株）空間知能化研究所
井上　一道 小山工業高等専門学校
井上　雄紀　 大阪工業大学　情報科学部
内村　裕 芝浦工業大学　機械工学科
梅田　和昇 中央大学　理工学部精密機械工学科
大川　一也 千葉大学　大学院工学研究科
大島　章 （株）Ｄｏｏｇ
大矢　晃久 筑波大学　システム情報系　情報工学域
大饗　徹 つくばエキスポセンター
岡崎　勝彦 オカテック（株）
岡田　真 茨城県　工業技術センター
尾崎　功一 宇都宮大学　工学研究科

か 金久保　紀子 筑波学院大学　経営情報学部
神田　久生
神部　匡穀 つくば市　科学技術振興部
國井　康晴 中央大学　理工学部電気電子情報通信工学科
久保　稔 （公財）つくば科学万博記念財団
熊谷　正朗 東北学院大　工学部機械知能工学科
黒田　洋司 明治大学　理工学部機械工学科
小林　一行 法政大学　理工学部創生科学科
小林　新雄 ヤトロ電子株式会社
小谷内　範穗 近畿大学　工学部ロボティクス学科

さ 佐藤　大祐 東京都市大学　工学部　機械システム工学科
佐野　睦夫 大阪工業大学　情報科学部情報メディア学科　
サム　アン　ラホック 小山工業高等専門学校
嶋地　直広 北陽電機（株）　新技術開発室
鈴木　健嗣 筑波大学　システム情報系
鈴木　昭二 公立はこだて未来大学
鈴木　太郎 早稲田大学　高等研究所 

た 高田　青史 （株）つくば研究支援センター
高橋　勝 昭和飛行機テクノサービス（株）
滝田　好宏 防衛大学校　情報工学科
竹囲　年延 弘前大学　理工学部　知能機械工学部
竹内　栄二朗 名古屋大学　未来社会創造機構モビリティ部門
田代　泰典 （公財）ニューテクノロジー振興財団
伊達　央 筑波大学　システム情報系・知能機能工学域
多羅尾　進 国立東京工業高等専門学校　機械工学科
坪内　孝司 筑波大学　システム情報系
鶴賀　孝廣 つくば市　科学技術振興部科学技術・特区推進課
出村　公成 金沢工業大学　工学部ロボティクス学科
道木　加絵 愛知工業大学　工学部電気学科　
冨沢　哲雄 防衛大学校　情報工学科
友納　正裕 千葉工業大学　未来ロボット技術研究センター
豊田　晃央 コーワテック（株）

2016年度つくばチャレンジ実行委員名簿（2016.7.1現在）
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名前 名前 所属
な 中内　靖 筑波大学　システム情報系

中川　雅史 芝浦工業大学　工学部土木工学科
長坂　善禎 東北農業研究センター
中嶋　勝也 茨城県　商工労働観光部
永谷　圭司 東北大学　未来科学技術共同研究センター

は 橋本　尚久 産業技術総合研究所　ロボットイノベーション研究センター
長谷川　忠大 芝浦工業大学　工学部電気工学科
長谷川　泰久 名古屋大学　大学院　工学研究科
畑中　豊司 （株）データ変換研究所
早川　聡一郎 三重大学　大学院工学研究科
林原　靖男 千葉工業大学　先進工学部　未来ロボティクス学科
早瀬　昌輝 （株）つくば研究支援センター
原　祥尭 千葉工業大学　未来ロボット技術研究センター
平林　憲幸 オリエンタルモーター（株）
平間　毅 茨城県　工業技術センター
藤本　勝治 ヤマハ発動機（株）　NV事業推進部
細田　祐司 日本ロボット学会

ま 前島　崇宏 茨城県　工業技術センター
松井　博和 三重大学大学院　工学研究科
松本　治 産業技術総合研究所　ロボットイノベーション研究センター
水川　真 芝浦工業大学　SIT総合研究所
望山　洋 筑波大学　システム情報系
森岡　一幸 明治大学　総合数理学部

や 安川　裕介 新エネルギー・産業技術総合開発機構
山崎　公俊 信州大学　工学部機械システム工学科
山本　佳男　 東海大学　工学部精密工学科
山元　弘 土木研究所　技術推進本部　
油田　信一 芝浦工業大学　工学部電気工学科
湯原　幸子 （株）つくば研究支援センター
横小路　泰義 神戸大学　大学院工学研究科
横塚　将志 産業技術総合研究所　ロボットイノベーション研究センター
吉田　智章 千葉工業大学　未来ロボット技術研究センター
吉留　忠史 神奈川工科大学　創造工学部
吉見　卓 芝浦工業大学　工学部電気工学科

わ 若生　進一 茨城県　工業技術センター
渡辺　敦志 東北大学　大学院工学研究科

計　89名

2



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

1 
 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

2 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

3 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

4 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

5 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

1 
 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

2 
 

 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

1 
 

 

 

 

 

 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

1 
 

 



「つくばチャレンジ」ホームページより（2016.7.9） 

2 
 

 

 
 （写真略） 
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実験走行の手順 

 

手順 概要 関係資料等 

受付・搬入 
受付にて実験走行に参加する旨

を伝える。 

動力走行する場合は，受付に「誓約書（お

よび安全管理責任者等の登録）」を提出 

▼   

安全チェック 

実行委員がロボットの安全性を

チェックする（動力走行しない場

合は受けなくてもよい）。 

安全チェックを担当する実行委員に「つく

ばチャレンジ 2016 安全確認自己申告チェ

ックシート」を提出 

▼   

実験走行 

ミーティング 

参加者全員に対して，実験走行に

あたっての注意事項等の説明を

行う。 

 

▼   

安全管理者 

ミーティング 

安全管理責任者に対して，安全の

確保に関する注意事項等の説明

を行う。 

 

▼   

実験走行 

動力走行 …電動機等の動力を

用いる走行のこと。 

非動力走行…手押しや台車等に

よる走行のこと。 

 

▼   

確認走行 

確認走行区間から先へ自律走行

するためのチェック走行。受付時

間内であれば何度でも可能。 

受付時間内に受付に申し出て，出走時間，

担当の随走委員等を確認する。 

▼   

記録走行 

本走行と同じ条件で実施するミ

ニチャレンジ。結果が記録され，

ホームページ上に公表される。1

日 1回のみ。 

受付時間内に受付に申し出て，出走時間，

担当の随走委員等を確認する。 

▼   

撤収・搬出 
受付に撤収する旨を伝える。  

 

▼   

レポート提出 

（終了後5日以内） 

実験走行に参加したチームは報

告書をメールで提出する。 

事務局に対して「つくばチャレンジ 走行

実験の内容及び結果レポート」を送付 

 

 



実験走行に関する注意事項とお願い 

 

【お願い】 

つくばチャレンジは、普段市民が使っている実際の遊歩道や公園、広場あるいは車道（横断歩

道）やその側道を使う自律ロボットの実験です。ここで最も重要なことは。一般の人に迷惑を掛

けないことです。実験する人がすべて、それを十分に考えているという前提で市街地での実験が

出来ています。このことには十分にご配慮下さい。 

つくばチャレンジは同時に、技術の現状を参加者同士、また一般の市民に知ってもらうことを

目的としています。そのためできる限り情報を公開するという原則で運営しています。これにつ

いてもご協力をお願いします。 

 

 

【注意事項】 

 ■持ち物の管理およびバックヤードでの作業について 

当日、搬入しましたロボットや PC、テント等の持ち物につきまして、事務局は盗難等の責任

は一切負いかねますので、各チームにて保管・管理をお願い申し上げます。 

チーム毎にバックヤード 3m×3m の区画を割り当てます。ロボットの開発や調整等に関する

作業は、できる限りこの区画で行ってください。特に遊歩道や人が頻繁に通る場所をふさいで作

業をすることは厳重につつしんでください。 

日射しや雨などを避けるため、バックヤードには簡易テントを張るチームが多くいます。これ

は良い考えと感じています。但し、以下の点にご注意ください。 

 

 突風などによりテントが飛ばされる恐れがあります。テントの脚に重りをする等、しっか

りと固定するようお願い致します。（重り等で固定が出来ない場合、テントを離れる際に

はテントをたたんでから離れる様にして下さい。） 

 テント内は公開して、互いにやっていることが分かるように配慮し、周囲をふさぎ目隠し

をすることはできるだけ避けてください。 

 バックヤードに電源はありません。必要な電源は各自で準備して下さい。ただしエンジン

付き発電機を用いる場合は、騒音などで市民やほかの参加者に不快感を与えないよう、ご

注意ください。 

 

 

 

以上 


