
機能的電気刺激（FES）バイク

電動義手（ARM）

電動外骨格（EXO）

電動義足（LEG）

電動車いす（WHL）脳コンピューターインターフェイス（BCI）
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知ってますか？
技術の実用化を加速させる競技大会

CYBATHLON（サイバスロン）

協力：スイス大使館科学技術部

CYBATHLON  
──人を動かし、技術を進める
先端技術の力を借りた、障害のある人たちのための国際競技
大会、サイバスロン。競技にとどまらず、日常生活に有効なアシ
スト技術の開発を促進し、広く社会との対話を促すきっかけとな
ることを目指します。

サイバスロンとは
階段を昇る、ドアを開けて通り抜ける、テーブルにつく――多くの皆さんにとっては、ごく自然な動きで

しょう。しかし、車いすでは、どうでしょう。
サイバスロンは、障害のある人たちが先端科学技術を駆使したアシスト機器を使って、日常生活に必要な

動作で競う国際競技大会です。技術者と、技術を操縦する「パイロット」と呼ばれる障害のある人たちは、開
発の段階から協力して、レースに挑みます。であればこそ、表彰台には両者が登壇し、栄誉を分かちます。

世界各地から集うチームの、勝利への意欲は、日々の生活で使える技術の実用化を加速します。競技は、
技術の可能性に光をあてると同時に、その限界を示します。技術者とパイロットの奮闘は、観衆に訴えます
――日常における平等とは、社会参画とは？

サイバスロンの創設者はスイス連邦工科大学チューリヒ（ETH Zurich）感覚運動システム研究室のロ
バート・リーナー教授。2013年の発表を皮切りに、2016年には6種目の第一回大会がチューリヒで開催さ
れ、25カ国から66人のパイロットが、参加しました。

6種目の競技
競技種目は脳コンピュータインターフェース（BCI）、機能的電気

刺激（FES）バイク、電動義手、電動義足、エクソスケルトン（外骨
格）、そして電動車いすの6つ。

サイバスロン車いすシリーズ日本2019
6種目の第2回大会が2020年に開催されるのに先立ち、1種目だけの

大会を、世界各地で催すサイバスロン・シリーズ。その初めての大会である
「車いすシリーズ日本2019」が、2019年5月5日（日）〜 6日（月）に、神
奈川県川崎市で開催されました。

サイバスロン車いすシリーズ日本2019のコースにも、日常生活で直面
する6つの課題が準備されました。制限時間はあるものの、スピードは重視
されません。いかに安全かつ確実に課題をクリアできるかを競いました。

扉をロボットアームで開ける、という課題は2016年大会にはなかった、
新しい試みで、世界で初めて披露されました。 

競技の結果、スイスチームHSR Enhanced が1位、ロシアチーム
Caterwilが2位、そして慶應義塾大学チームのFortississimoが3位を獲
得しました！本コーナーに協力いただいた大阪電気通信大学チームのTeam OECU&Hは4位の成績を収めました！

ベストデザイン賞は和歌山大学チームのRT-Movers Jr.へ!

展 示 紹 介

RPwheel_v2019 （Robotic Powered wheelchair）／
大阪電気通信大学（日本）

Stair climbing wheelchair Caterwil 
GTS3 ／ Caterwil LLC （ロシア）

B-FREE RANGER, B-FREE FLASH ／ 
B-Free Technology （香港）
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Functional Electrical 
Stimulation (FES) Bike Race

Powered Arm 
Prosthesis Race

Powered Exoskeleton 
Race

Powered Leg 
Prosthesis Race

Powered Wheelchair 
Race

Brain-Computer 
Interface (BCI) Race
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Do you know CYBATHLON 
which accelerates the process of 
developing effective technologies for 
people with disabilities?
Support：Science & Technology Office Tokyo, Embassy of Switzerland in Japan

CYBATHLON– moving people and technology 
CYBATHLON is an international championship for 

people with disabilities supported by state-of-the-art 
technical assistance systems. Besides the actual 
competition, it aims to accelerate the development of 
assistive devices that are effective in daily life and to 
promote dialogues with society.

What is the CYBATHLON?
Climbing up the stairs, going through a door, sitting at the table – nothing special for many of us. 

But what if you are in a wheelchair? CYBATHLON faces these challenges with a unique competition 
in which people with physical disabilities compete against each other to complete everyday tasks 
using latest technical assistance systems. Engineers and people with disabilities called “pilots”, 
because they control the technology, collaborate from the development stage of the technology for 
the championship. They compete as a team – this is why both pilot and engineer are commended 
on the podium.

The motivation of the teams gathering from all over the world will accelerate the process of 
developing effective technologies useful in daily life. The competition will highlight the possibilities 
technology brings and its limits for now. The strenuous efforts of the engineers and pilots stimulate discussions on what 
is inclusion and equality of people with disabilities in everyday life.

Devised by Prof. Robert Riener of the Sensory-Motor Systems Lab of ETH Zurich, the first CYBATHLON took place in 
October 2016 in Zurich, Switzerland; 66 pilots from 25 countries participated in the six disciplines of this first 
CYBATHLON.

The six CYBATHLON disciplines
The disciplines are Brain-Computer Interface (BCI) Race, Functional Electrical Stimulation (FES) Bike Race, Powered Arm 

Prosthesis Race, Powered Leg Prosthesis Race, Powered Exoskeleton Race, and Powered Wheelchair Race

CYBATHLON Wheelchair Series Japan 2019
Ahead of the second CYBATHLON with six disciplines to be 

held in Zurich in 2020, the CYBATHLON Series focusing on one 
discipline will be organized in different places of the world. The 
first wheelchair only race took place in Japan on May 5(Sun.) - 
6(Mon.).

The tasks at the Wheelchair Series Japan 2019 competition 
followed the official CYBATHLON rules and reflected obstacles 
faced in everyday life. Although a time limit is set for each race, 
speed is a secondary factor. Most important is that the tasks are 
completed correctly, safely and securely.

In order to offer new challenges, some of the tasks from the 
first CYBATHLON are adapted. For example, the door on the 
course must now be opened with a robotic arm.

As a result of the competition, the Swiss Team HSR Enhanced finished 1st, followed by the Russian Team Caterwil and 
the Japanese Team Fortississimo from Keio University!

The Best Design Prize awarded by Dai Nippon Printing Co., was given to Wakayama University’s Team RT-Movers Jr. 
for their unique wheelchair.

Exhibits

RPwheel_v2019 (Robotic Powered wheelchair) ／
Osaka Electro-Communication University (Japan)

Stair climbing wheelchair Caterwil 
GTS3 ／ Caterwil LLC (Russia)

B-FREE RANGER, B-FREE FLASH ／ 
B-Free Technology (Hong Kong)
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