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磁石内蔵タイヤを用いた網側面水中自走機構の開発

藤原慎平＊

Development of Underwater Mobile Mechanism 

with Magnet Tires to Use at Net 

Shinpei Fu1rwARA * 

Abstract 

In aquaculture, the net is fixed underwater for a long term. Periphytons are easy to attach to the 

net, therefore it is necessary to clean the net regularly. In addition, the net may be broken by the rapid 

current or marine animals, it is necessary to repair the net for prevent fishes from escaping to outside of 

the net. But huge labor is demanded to clean or repair after lifting up the net. When divers work 

underwater, the work is often difficult under the influence that high water pressure and low water 

temperature. Therefore, underwater robot is useful to work underwater instead of divers under the 

severe situation. As the pre-stage, this paper reports on the underwater mobile mechanism for the robot 

of ROV (Remotely Operated Vehicle) type to use at the net. 

1. はじめに

海洋観測や海中工事において水圧・水温• 海流などの

影響により生身の人間では効率の悪い状況での作業を要

求される場合，海中ロボットを用いた作業が有用である。

水産大国である我が国では水産業用の海中ロボット実用

化を目指して研究開発が行われており，例としては，海

中での給餌により魚類を集めて誘導するロボットや，海

中で養殖網を清掃するロボットなどが開発されている1),2)。

魚類の養殖では，網を海中に長期間固定する必要があ

る。そのため付着物が付きやすく，定期的に網を消掃す

る必要がある。また，国内の各海域に設置されている網

において，潮通しの良い海域では潮の流れが極度に速く

なる急潮現象の影響で，北海道では海獣であるトドによ

る食害で，それぞれ破網の被害が多発している3),4)。そ

の場合には網に入った魚の脱走を防ぐために早めの応急

処置が求められる。

しかし，網を陸に揚げて清掃・補修する場合には莫大

な手問と労力が必要となる。また，海中でダイバーが作
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業する場合には，高水圧や低水温の影響により作業が困

難となり，最悪の場合ダイバーが命をおとす事態も考え

られる。

よってこのような過酷な状況下では，ダイバーの代わ

りに水中で作業可能な海中ロボットが有用である。この

ような海中ロボット製作の前段階として，本報告では水

中に張られた網の側面に張り付いて移動するための自走

機構を提案する。

2. 機構の設計と製作

1) 磁力を用いた機構の考案

水中に固定された網の側面に張り付きながら移動する

タイプの機構は，スラスターを用いたものが既に考案さ

れている2)。これは養殖網を海中で清掃するために使用

する高水圧ポンプをそのままスラスターの動力として併

用し，スラスターによる推力で網に張り付き，四輪駆動

で移動する機体である。しかしスラスターを駆動すると

圧力差による吸い込み流れが発生し，シャフト部分に海

藻やゴミが絡まるため機構の停止もしくは故障の恐れが
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ある。また，スラスターを回すためには動力が必要とな 極 ・S極の向きが隣と異なるように交互に向きを変えて

るため，網に張り付くだけで鼈力もしくは液体燃料を消 配置する。

毀し，それらが無くなると機体は網からはがれてしまう 。 3) 位置すれ防止用磁石の配置

これらの問題を解消する新たな機構として，磁石内蔵 Fig. 2のタイヤを 8つ製作し接続したものを網に張り

タイヤを用いた自走機構を考案する。機構の外観イメー 付けてみたところ， Fig.3左区lに示すように網の張力が

ジ図をFig.lに示す。機構の移動方式は，タイヤによっ 低い場合だと網がたわむため，表裏の機構の位置がずれ

て網の側面を移動する方式をとる。先ほど述べたスラス ると機梢のすき間で網を噛んでしまい，タイヤがそれ以

ター併用の機構に対し，本提案の機構はタイヤと磁石を 上回らなくなることが分かった。

用いることで網を移動する。タイ ヤは表と裏で対になっ そこでFig.3右図のようにタイヤ位臨ずれ防止用の磁

ており， タイヤ内部に吸引力の高い磁石を入れることで 石を別途搭載することで．網の張りが弱い状況でも機構

タイヤ同士が引き合い，揚網用ボールローラーのように の表と駁の位置ずれを無くし，タイヤを回せるよう工夫

対になったタイヤで網を挟み込んで移動するという仕組 した。搭載したタイヤ位樅ずれ防止用の磁石をFig.4に

みである。このため，投入時には人間が洵に入る必要が 示す。磁石はタイヤと同様に磁力の高いネオジム磁石を

ある。機構はケープルによって悔上のボートに積んだ制 使用した。磁石のサイズは底面が20mmx20mmで吸引

御基板と繋がっておりコントローラによる操縦が可能

である。なおケープルが繋がっているのは機構の片側の

みであるため， もう片方が剥がれた場合に浮いた機体を

回収できるよう，排水倣を調整するのが望ましい。搭載

したカメラにより海上の人間がモニターで悔中の様子を

確認できる。また， タイヤを駆動するためのアクチュエ

ータは片側のみに搭載する。

2) 磁石内蔵タイヤの設計

試作用と して考案したタイヤの断面図をFig.2に示す。

タイヤの材質はシリコンシーラントを固めたものとし，

底面が40mmx5mmで吸引方向高さ10mmのネオジム

磁石を 1つのタイヤに12個配悩する。表裏で対になった

タイヤ同士のスリップを避けるため，ネオジム磁石はN
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Fig. 1 Image of the mobile mechanism with the Fig. 4 Th e magnet to prevent the tire's deviations. 
magnet tires to use at net. 
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方向高さ30mmとし，機構の表裂左右に計4つ搭載した。

さらにこの磁石の搭載により吸着力も増加するため，

より網からはがれにくくなると予想される。

4) アクチュエータの選定

機構用アクチュエータはタイヤ 1対につき 1台搭載す

る。アクチュエータに必要なトルクを推定するためには，

まずタイヤに働く庶擦力を求める必要がある。庶擦力の

計算に使用する磁石の吸引力は次式で与えられる。

F= 
B2・A 

211o 
・・・ ・・(1)

ここで， Fは磁石が対にな っている場合の吸引力， B

は対向空間の磁束密度,Aは磁石の断而租である。今回

のように角柱形の磁石を用いる場合 (1)式におけるBの

値は次式により求めることができる凡

B=号tan―1 ab 
冗 Zx/4炉+a丘b2

tan―l 
ab 

2(L+x'r/4(L+妍 +a臼 bi}

・・・・・・(2) 

ここ で， Brは磁石の残留磁束密度.Lは磁石の吸引方

向長さ， aとbはそれぞれ磁石の縦と横の長さ， xは磁石

表面から対向空間までの距離である。(1)式を対になる磁

石すべてに適用することで，機構の片側および接触して

いる網より受ける抗力を求めることができる。

磨擦力を求めるためには吸引力と摩擦係数が必要とな

る。本報告ではタイヤを駆動可能な最低限のトルクを求

めるため．ここで静止靡擦係数を推定するための実験を

行う 。まず 4つのタイヤを接続して張られた網の上に置

く。その後徐々に網を條けていき， タイヤが滑り始めた

瞬間の角度をもとに静止磨擦係数をもとめる。この実験

の様子をFig.5に示す。実験で使用した網は目合が

25mmのポリエチレン製である。タイヤは匝lらないよう

固定され，網の角度は傾斜センサーによ り求める。実験

は計20回行われ， タイヤが滑り始めた角度の平均値は

51.3°(0.895rad) となった。このときの傾きをのとすると

タイヤの静止尿擦係数はtan(()となるため，タイヤ 1対

を動かすために必要な最小のトルク Tは次式で求める こ

Board with fixed tires 

Inclination sensor 
Net 

PC 

OCOillP'""' 

Fig. 5 The experiment to determine the tire's 
friction coefficient. 

とができる。

, = tan rp ~ F; ・・・ ・・(3)

ここで ~F; は対になる磁石すべてに働く吸引力の

鉛直成分 （網に対して垂直な成分）の総和となる。なお

本報告では，機構の水中重巌がほぽ0となるよう排水屈

を調整するため，璽力および浮力の影開は考えないもの

とする。

この(3)式により求めた トルクは約l.22Nmとな ったた

め．これより十分に高い出力のアクチュエータとして最

大出カ トルク l.8NmのDCギャードモー ターを採用した。

アクチュエータとタイヤ，水中カメラを搭載し水中重

徹を 0にするために浮体を付加した機構をFig.6に示す。

この図において左側がアクチュエータを搭載した表機体，

右側がタイヤのみの裏機体であり，水中カメラは表側に

搭載している。水中カメラにll音視機能があるため水中ラ

イトは搭載していない。また，浮体には発泡ウ レタンを

用いる。

3. 駆動実験とその結果

水中での機構の動きを確認するため， Fig.7に示す深

さ0.7m洗浄槽で駆動実験を行った。水槽の中に網を固

定し，網側面で機構を駆動させる。電源にはバッテ リー

を使用し，パソコンからの指令を制御基板で通すことに

より動きを制御する。挙動は前進と方向転換とし，前進

においては速度の最大 • 最小を確認する。

網の目合の長さをもとに機構の前進速度を椎定したと

ころ，最大約0.20m/s, 最小約0.02m/sとなった。また，

方向転換の様子をFig.8に示す。キャタビラのようなそ

の場での回頭は本機構において回頭約50゚までが限界で

ありそれ以上回頭させると裏面が剥がれてしまうため，

50'以上の方向転換はFig.8のような前後進を組み合わせ

た挙動を採用する。

また，張力が低くたわんだ網でも駆動可能であること

を確認するため，浮きとオモ リで水中に保持されている

網で駆動させてみた。このときの様子をFig.9に示す。

水深 5mプールの中に 6mx5mサイズの網を保持させ

る。この網は浮きとオモリだけ使用して保持されており，

Fig. 9を見ると張力が低いため網がたわんでいることが

,, ,ヽ;de Out,kle 

L,nght[m), I 0.200 0.180 

Width[m), 0.250 0.250 

0.165 0.110 

2.260 1.390 

Fig. 6 The appearance and the details of the 
mobile mechanismヽviththe magnet tires. 
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Fig. 7 The experiment to confirm the mechanism's 
movement in water tank. 
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Fig. 8 The turning motion of the mechanism on 

fixed small net underwater. 

わかる。この網において，機体を水面から水深 4m付近

までまで移動させることができたため，本機体は低張力

の網でも上下の移動が可能であると判断できる。

4. ま と め

本報告では，ダイバーに代わる水中作業ロポット開発

の前段階として，水中に固定された網の側面に張り付い

て移動するための自走機構を考案・製作した。

水中での駆動実験より前後進動作は問題なく， 180°

方向転換は前後進の組み合わせで実現できることが分か

った。また前後進において遅く動かす場合は約0.02m/s

で駆動可能でありかつ約50゚までならその場で回頭で

きることから，手動で操作する場合でも細かな動きに対

応できると考えられる。

また，水中カメラとモニターにより網側面の様子を確

認しながら駆動できることが分かったため，作業箇所を

探査しながらの移動が可能である。

さらに，張力が低くたわんだ網でも移動可能であるこ

とが確認できたため，破網により網がたわむ場合でも対

~\\fill 

~ 
Fig. 9 One's condition when the mechanism is moving 

on low-tension net which is 5 meters depth. 

応可能であると考えられる。

今後は作業用マニビュレータを考案，搭載する ことで

水中での網の洗浄や補修作業の実現を目指す。また，各

種センサーを搭載することで網側面の自徘走行が可能な

機体の製作も考えている。
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