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共同で製作したハンドサイクルを前にする
（左から）町田さん、宇賀神さん、柴田さん
＝東京都内で
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【埼玉】

足が不自由も自由に移動　ハンドサイクルが完成
　狭山の町田さんら３人、共同で製作

2011年1月26日

　自転車事故で車いす生
活となった自転車ジャー
ナリストが、両手でハン
ドルを操作すれば動く自
転車「ハンドサイクル」
の新型を考案し、共感し
たステンレスの溶接職人
とデザイナーの協力で完
成させた。名付けて「Ｔ
ＲＩＮＩＴＹ　ＤＲＩＶ
Ｅ（トリニティ・ドライ
ブ）」。３人はさいたま市中央区のさいたまスーパーアリーナ
で２６、２７の両日開かれる展示商談会「彩の国ビジネスア
リーナ２０１１」で紹介する。　（鈴木賀津彦）

　思い付いたのは狭山市入間川の町田敦志さん（３４）で、支
援したのは朝霞市で宇賀神溶接工業所を経営する宇賀神一弘さ
ん（４１）と仲間のデザイナー柴田映司さん（４３）。

　子どものころから自転車が大好きだった町田さんは大学を卒
業後、雑誌などに自転車の記事を書く仕事に就いた。二〇〇七
年二月、自転車に乗っていたところ、街路樹に激突して頸椎
（けいつい）を骨折するなどして四肢まひとなった。

　リハビリにより車いすで生活できるまで回復。「自分で自由
に移動できる自転車があれば」と、不自由な足の代わりに手で
車輪を回転させて走行できる「ハンドサイクル」づくりを思い
立った。

　ハンドサイクルは、ペダル代わりにハンドルを両手で操作す
ると、それに連動している前輪が回転するという仕組み。だが
欧米の輸入製品は上体を極端に後ろに倒して乗る競技用が中心
で、体力のない人は乗れない。そこで町田さんは、自分のよう
に手に力が入らない人でも動かしやすく、車いすから一人で乗
れるように上体を起こして運転できるタイプを考案した。

　関係業界に製作を提案したが、「難しい」と断られた。あき
らめかけていた昨年一月、宇賀神さんと偶然出会った。宇賀神
さんは最初、自転車を作ったことがないため断ったが、町田さ
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んの熱意に押された。柴田さんに相談すると、コンピューター
で立体画像のデザインに仕上げてくれた。部品を集めては何度
も組み立て直すといった試行錯誤を繰り返し、昨年末にようや
く完成にこぎ着けた。

　「求めている人は大勢いる。コストを下げて手ごろな価格で
普及する製品ができないか」と宇賀神さんと柴田さん。商品化
へ向け、価格を一台七十万円程度に抑えて販売できないか検討
している。

　町田さんは「障害があっても自分の力で動かせ、自分で移動
できる。これに乗ると生きる意欲が湧いてきます。この自転車
にみんなが乗れるような社会にしたい」と話した。

　トリニティ・ドライブの問い合わせはホームページ
=http://www.trinitydrive.com=へ。
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