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 プロジェクトの実施概要  

① プロジェクトの目的 

 大洗サンビーチでは，車いす利用者の方々

にも海水浴を楽しんでいただけるように，平

成9年に日本初の「ユニバーサルビーチ」の

運営を開始し，「水陸両用車いす」の貸し出し

が行われている．しかしながら，現在施設で

所有している「水陸両用車いす」は，高価で

あり，また一部，販売が終了しているため，

メンテナンス等が難しいのが現状であること

を，大洗サーフ・ライフセービング・クラブ

の代表である足立正俊氏から伺った．そこで

申請者は，本プロジェクトに先立ち，通常の

車いすに改良を加えた「水陸両用車いす」の

開発に着手し，試作1号機を製作した． 

本プロジェクトでは，施設で所有する既存

製品との比較，および実際の障がい者による

実験を通して試作機を改良し，同施設で活用

できる「水陸両用車いす」の提供を目指す． 

 

② 連携の方法及び具体的な活動計画 

 大洗サンビーチにおいて，本プロジェクト

に先立ち開発した「水陸両用車いす」試作 1

号機を，健常者ならびに障がい者に試乗して

いただき，問題点を整理し，改良を行ってい

く．具体的な活動計画は以下の通りとなる， 

1. 健常者を対象とした実験を通して，試作

1 号機の問題点を洗い出し，それらを改

良した試作2号機を製作する． 

2. 試作2号機（ユニークル）を健常者，お

よび障がい者の方に試走していただき，

問題点を整理し，それらを踏まえた試作

3号機の製作する． 

3. 試作3号機（ユニークルⅡ）と，市販の

「水陸両用車いす」との性能比較実験を

行う． 

 

③ 期待される成果 

 現在，大洗サンビーチで使用されている市

販の「水陸両用車いす」は，老朽化に伴う故

障により，使用できる台数が年々減少してき

ている．一方で，それらは高価である上に，

一部の機種は既に生産終了しているため，補

充することが困難となっている． 

そのような現状に対して，我々は，コスト，

メンテナンス性，乗り心地，移乗のしやすさ，

介助側の操作性 等を考慮した新しい「水陸両

用車いす」を試作し，同施設で今後，利用し

ていただける機器を提供できることを期待し

ている． 

 

 プロジェクトの実施成果  

① 活動実績 

 本プロジェクト以前に，本研究室で開発を

行った「水陸両用車いす」の試作1号機を図

1 に示す．「砂地において発生する車輪の沈

下」を防ぐために，駆動輪を2つ重ね合わせ

ることで幅を広くし，さらにその上を発泡ポ

リエチレンで覆うことで接地面積を増加させ
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ている．前輪キャスターについては，ハンド

ルを押し下げ，車体を傾けることでそれらを

浮かせ，駆動輪のみで走行する．また車いす

のホイール部分や車体下には発泡スチロール

等の浮体が設置されているため，水中で浮遊

することができる． 

本プロジェクトの最初に，試作1号機を使

って，大洗サンビーチにおいて，健常者を対

象に走行実験を行ったところ，以下のような

結果となった（○：良かった点，×：問題点）． 

○ 砂浜での走行性が良い． 

○ 水中での浮力がちょうど良い． 

○ 横波を受けても安定していた． 

× 車体を傾ける際の負荷が大きい． 

× 介助者の姿勢が中腰や背中が丸まった

状態になり，押しにくい．  

× 介助者の姿勢が崩れた状態で長距離移

動は難しく，休憩が必要となる． 

× 座面部に姿勢改善機構の回転軸の突起

があり，大柄な人は乗ることができない． 

そこで，それらの意見を踏まえ，試作1号

機に改良を加え，図2のような試作2号機（“ユ

ニークル”と命名）を製作した．ユニークル

では，車体前方に梶棒を2本取り付け，人力

車のように梶棒を持ち上げ，車体を傾けた状

態で引いて走行する．なお梶棒はアルミニウ

ム製のパイプ，梶棒の固定には建設用の自在

クランプを用いているため，比較的安価で，

入手が容易である． 

ユニークルは，以下のような特長を持つ． 

 梶棒により，モーメントの腕長さを十分

に確保できるため負荷が軽くなる． 

 梶棒を握りそのまま直立した状態で走

行できるため，姿勢が崩れにくく安定し

て走行できる． 

 ユニークルを用いて，障がい者を含む被験

者に対して，2 度目の実験を行った．その結

果，以下のような改善点が挙げられた． 

 横乗りを可能にする．  

 座面の十分なスペースを確保する． 

 2 本の梶棒の間に棒を垂直に付け足し，

体で押せるようにする． 

 リクライニング機能を付ける． 

 乗車者の体を固定するための固定具を

取り付ける． 

 

図1  試作1号機 

(a) 外観 

(b) 2 重ホイール (c) 発泡ポリエチレン 

図2  ユニークル 

梶棒 
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 背もたれ，座面にクッションを取り付け

る． 

 砂浜走行の負担の軽減を重視する． 

 上記の改善点を満たすために，ベースとな

る車いすを再検討し，リクライニング式自走

用車いす「BAL-13」を選定した．本車いすの

特長を以下に示す．  

 背もたれを無段階で倒すことができ，フ

ットサポートも角度が調整できる機能

が付いているので，フルフラット状態ま

で変形が可能 

 左右の肘置きを取り外すことができる

ため，横乗りが可能 

 背もたれと座面に取り外し可能なソフ

トシートが付いているため，クッション

性も確保できる． 

 価格は4万8,580円であり，一般的な車

いすと同程度である． 

なお，水中での転覆事故を考慮し，浮体によ

る浮遊はオプション機構とした． 

リクライニング式自走用車いす「BAL-13」

に，ユニークルの梶棒を取り付け，さらに体

を使って車いすを操作できるように，2 つの

梶棒の間に棒（支木）を追加した．この形態

のユニークルをユニークルⅡと呼ぶ．その外

見は図3のようになる． 

ユニークルⅡと3種類の市販品の「水陸両

用車いす」:ランディーズ（4 輪），ヒッポキ

ャンプ（ノーマル車輪），ヒッポキャンプ（バ

ルーン車輪）との推進力測定の結果を図4に

示す．グラフより，走行時の推進力の最大の

値が最も小さいのはユニークルⅡであること

がわかる．その理由は，開発した特殊車輪の

性能に加え，荷重の一部を人が支えるため，

ホイールへの負担が軽減されることが原因と

して考えられる．また，本実験では一定の推

図3  ユニークルⅡ 
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図4  市販品との駆動力の比較 
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進力を与えるため，手の力のみで車体を押し

たが，実際の機器では，体を支木に押し当て

て走行することが可能であるため，介助者の

負担はより軽減されると考えられる． 

次にアンケート結果を図5に示す．ここか

ら，ユニークルⅡが総合的に高い評価を得ら

れていることがわかる．特に介助側の項目で

は，どの機種よりも得点が高く，中でも浜走

行において評価が高い．一方，乗車側の項目

では，やや得点低い結果となったが，これは，

本実験では，1) 押し走行を行ったことと，2) 

ヘッドレストが硬質であったため，乗車側で

揺れの影響を受けやすいためであったことが

分かった．前者に対しては，引き走行を行う

ことにより改善が見られ，後者については，

付属のヘッドレストに使われている素材を，

半硬質のウレタンフォームから，ポリエステ

ル綿に交換することにより，接触時の感触を

向上させ，走行時の揺れを防ぐことができた． 

 

得
点

介助側 乗車側 

図5  市販品との性能の比較 
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② プロジェクトの達成状況 

 本プロジェクトを通して，以下のような特

長を持つ「水陸両用車いす」ユニークルⅡを

新たに開発した． 

1) 市販の「水陸両用車いす」との比較 

 介助者は，小さな操作力で車いすを走行

させることができる． 

 市販の車いすをベースにしているため，

車いすからの移乗が容易である． 

 必要に応じて，操作者は，搭乗者と向き

合った状態で走行ができるので，重度の

障がいを持つ利用者の場合でも，コミュ

ニケーションを取りながら，安全に砂浜

を走行することができる． 

2) 事業前に製作した試作1号機と比較 

 ベースとなる車いすを変更することに

より，1) 横乗りが可能，2) 座面に十分

なスペースがある，3) リクライニング

可能，4) 乗車者の体の「ずり落ち」を

防ぐベルトを装着できる 等のメリット

が生じた．またヘッドレストの詰め物を

交換することにより，使用感が向上した． 

 「梶棒」を取り付けることにより，車体

を傾ける際の荷重を軽減することがで

きた． 

 「梶棒」の間に，「支木」を追加するこ

とにより，体を使って車いすに力を加え

ることができるので，介助者の負担が軽

減された． 

 

③ 今後の計画と課題 

 ユニークルⅡの完成は，本年度の2月とな

った．次年度，大洗サンビーチにおいて，試

走実験を行い，最終的な安全確認等を行った

上で，実際の障がい者の方を対象とし，乗り

心地や操作性の確認を行い，更なる実用性の

向上のため，改良を重ねていく予定である． 

 


