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はじめに

 オンライン学園祭の間 Google Meetを用いた
本資料の説明と Q＆Aを行います
次項のスケジュールを参考に 是非ご参加
ください!

 資料は11月に製作したものなので 公開時には
コロナウイルスの状況により情報が変動する
可能性があります 予めご了承ください

説明会への参加は
こちらから（クリック） https://meet.google.com/czp-rdws-qkw



説明会のスケジュール

説明会への参加は
こちらから（クリック） https://meet.google.com/czp-rdws-qkw

時間 ＼ 日程 12月12日
（土）

12月13日
（日）

9:00～9:30 ○ ○
11:00～11:30 ○ ○
14:00～14:30 ○ ○
16:00～16:30 ○ ○

途中参加OK



ロボット研究部とは

 ロボット製作・電子工作・自由工作など
を行う「ものづくり」の部活動です

 主にロボットは設計から行うので オリジナルの機体
が作れます

 目標:「BRAVE」や「かわさきロボット大会」など
ロボット大会に参加すること

 部員数:14名



活動日

 固定された活動日は無く
月・火・水・木・金（土）の放課後に
活動したい部員が部屋の鍵を借りて活動を始めます

（現在はコロナ禍のためオンラインで活動中!?）

 水曜日には今後の予定の決定などを行う
ミーティングがあります

→授業との両立もバッチリ!兼部する余裕も…?



機体製作の流れ（例）
 ①機体の設計

2D CADであるAR_CAD（平面図）や
3D CADであるFusion360（立体図）
などの製図ソフトを用いて設計する

 ②板の切削
CNCフライスなどの加工機を用いて板の切削・加工を行う

 ③組み上げ
削った板に、ギア（歯車）・モーター・電気回路周りを組み合わせて組み

立てる

 ④完成
バッテリーを載せて試運転など行い、大会に向けて微調整を行う

機体の図面



新入生機体

←2020年度の新入生機体
（イメージ）

新入部員は この機体の
組み上げを行う
（部室が使用できるようになる
までは一時休止）

ラジコン操作と同様に
運転できる

一見難しく見えるものの
新入生はしっかりサポートするので大丈夫!

（現部⾧も新入生の頃は予備知識なしの初心者でした）



参加する大会
 主に出場する校外のロボット大会

BRAVE大会
かわさきロボット バトル部門大会
ライントレーサー大会

これら全てに参加するのではなく
部員それぞれが興味がある大会に向けて機体を製作し参加
します

提示した以外のロボット大会
（例:ROBO-ONE）を目指すも良し

BRAVE 集合写真



大会の紹介

初心者でも参加しやすい大会
 主にラジコンカーにアームを付けたような機体が出場する

BRAVE

BRAVEよりパワーが強い機体が求められる大会

 脚はタイヤが不可で リンク機構などを用いる特徴がある

かわロボ（バトル）

バトルとしての「強さ」よりも技術が求められる

 ロボットに付けたカメラ・センサを頼りにフィールドを探索

かわロボ（テクノクエスト）

二足歩行ロボットで出場する大会
 人型など二足歩行のロボット同士の戦い

ROBO-ONE

BRAVE

かわロボ（バトル）ラインを追うようにプログラムされたロボットでタイムを競う
 理科フェスで開催

ライントレーサー



ロボット研究部に
入部するメリット

 充実した設備・工具が使える

 ロボット製作費用・大会出場費用は部の予算から
出るため 費用を気にする必要が無い

 主に工学部なら 授業の内容が活用できる

 工学部以外でも ロボット製作を通して工学的な
知識が身に付く



機体・製作物の紹介

 現役のロボ研部員が製作した機体などの製作物を
製作者のコメントと共に紹介します!



グアラナ

 この機体は、「BRAVE」と呼ばれるロボット競技
大会に向けて制作したものです。

 機体前部にある履帯と、機体後部のタイヤとを使って走行
するのが特徴です。なお、履帯部分にはTAMIYAのトラック
＆ホイールセットを使用しました。

 一年生の時に初めて設計を行った機体であり、走ることすら
ままならないものでありましたが、ロボット制作に関する確か
な経験を得ることができました。



チトローネ

図1の機体は、「BRAVE」と呼ばれるロボット競技大会に
向けて制作したものであり、実際に大会へ出場しました。
本来であれば、図2の履帯を装着する予定でしたが、制
作が大会当日に間に合わず、モーターとタイヤとをほぼ
直結させたような機体に変更しました。

履帯部分について

履帯部分は自作に挑戦し

ており、3mm厚のABS板を切り
出したものをボルトとナットで
繋いで履帯を構成しています。
この履帯について、横幅及
び重量がややかさんでしまう
ことが課題となっています。

:起動輪
:転輪
:履板

図3.履帯イメージ

図1.チトローネ

図2.履帯写真



カーター

名前の由来は何の理由もなくなんとなくです。
特にこれといった特徴はありませんでしたが、運が良
かったのか 4 回戦目まで大会では勝ち進むことが出来
ました。

製作後の感想としてはアームの位置をもう少し高めに
したほうが製作しやすかったという点や、バッテリー
の入れる大きさが割とギリギリだった点が印象に残っ
ています。

次の機体では、市販品の歯車ではなく、自作の歯車を
使ってみたいので今のうちにギアのかみ合わせを見て
おきながらも今回の感想も踏まえて製作していければ
と思います。



スコックE

3年生が初めて「BRAVE27回大会」に
向けて制作した機体です。
夏休みの期間を利用し、先輩と協力しながら制作しまし
た。

主武装はシールド。板材にPOMを使用し、レーザー加
工機を活用して作成したのが特徴です。

大会では一回戦敗退。敗者復活戦では二回戦まで進み
ました。



おあげkai

 部員KY製作

 バトルロボット向けに製作したものを
紹介します。
私が参加している大会は４体のロボットが
押し出したり、投げ飛ばすなどアグレッシブ
です。

 そのため、相手のロボットを押し出す走行力や、相手を投げ飛ばすだけ
のアームが必要です。

 特に力を入れた部分は、前方の大きなシールドと爪です。
「攻撃は最大の防御」という言葉があるように、真正面の相手のロボッ
トが攻撃しにくい構造になっています。さらにシールドの先に爪がある
ため、攻撃してきたロボットに対してカウンタアタックできます。

 このシールドのおかげで、一番派手な試合を演出したロボットに対して
贈られる「ファイティング賞」をいただきました。

 とにかく、激しい戦いをしたい人などがこのロボットを製作するのに向
いていると思います。作ってくれた人がいたら、オイラが相手になるの
でバーサーカープレイをしましょう( ;∀;)。





自由製作

クレーンゲーム

UFOキャッチャー
2019年にはこれを用いて模擬店を
開きました

ライントレーサー

白紙に引かれた線を追って走行する
マシン
過去に文化祭で販売していました



以上で紹介は終了です

 ご覧いただきありがとうございました!

 次ページから「ロボ研に興味がある方へ」という
ことで 学部生に向けたメッセージがあります!



ロボ研に興味がある方へ

 東京工科大学 八王子キャンパスの学生の
1～3年生であれば 学部学科を問わず部員を募集しています
（工学部はもちろん、メディア学部・コンピュータサイエンス
学部の方も大歓迎です!）

 事前に必要な技術はありませんし ロボット作りに必要な事は
お教えします

 ロボットに限らずものづくりに興味があるという方なら大歓迎
です!



オンライン講習実施中!
 現在は部室が使えないため オンラインでの3D 

CAD講習などを実施しています

 今後arduino講習なども実施予定です

3D CAD Arduino

3Dで設計する 3Dプリンターで
出力することもできる

プログラミングすることで ロボットや
様々な電子工作を動かすマイコン

比較的簡単に扱える



部員募集中!

 只今部員募集中!
 今からでもぜんぜん遅くないです!

 仮入部してみたい 相談したい などあれば気軽に
ご連絡ください!

 連絡先: tutroboken@gmail.com



（参考）ロボ研の設備

CNCフライス バンドソウ

ボール盤

卓上旋盤

3Dプリンタ



（参考）設備の説明

 CNCフライス :設計図通りに板を削り出す

 バンドソウ :板などを切断できる自動のノコギリ

 3Dプリンタ :3DCADの設計図通りの立体ができる

 ボール盤 :物に穴をあけるドリル

 卓上旋盤 :物を回し穴をあけたり溝を付けたりする


