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1. はじめに 

 近年「水害」という言葉をよく耳にする。それは、地球温暖化に伴い、世界各地で発生している異

常な気候による影響が大きいと思われる。都市部ではゲリラ豪雨が多発するようになり、川の氾濫に

よる被害も増えてきた。さらに、今年の８月には１９５１年の統計開始以来初となる１年で３つの台

風が北海道に上陸するなど、年々目に見える形で被害が増加している。 

災害発生時、主に人間が救助を行うが、大規模な災害の時では救助が十分ではない。そこで私たち

は、人間だけでなくロボットも救助を行えば一人でも多くの命を救えるのではないかと考え、自動水

難救命ロボットを製作するに至った。 

 

2. ロボットの製作 

2.1 ロボットの形状 

 私たちはまず、水難救助活動でロボットが用いられた例を探して

みることにした。その結果、ロボットによる水難救助では主に２つ

の救助方法がとられていることが分かった。一つは船型の水難救助

ロボット（※図１）を用いた方法で、もう一つはドローン（※図

２）を用いた方法である。 

どちらも人間を救助するという目的は一緒だが、今回は２つの方

法を以下（※表１）のように操作面、コスト面、メンテナンス面か

ら総合的に考えた結果、初心者でも操縦できる、安価に製作でき

る、メンテナンスが簡単であるという利点から船型の救助ロボット

を製作することにした。 

      

 

 

 

 

 船型の救助ロボット ドローン 

操作面 初心者でも操縦できる 初心者では操縦は難しい 

メンテナンス面 作りが単純なので簡単 作りが複雑なため難しい 

コスト面 安価 高価 

 図1 水難救助ロボットが救助に向かう様子 

 図2 ドローンが救助ロープを 

届ける様子 

表1 



2.2 機体の試作 

a)機体のベース 

 ベースとなる本体部分は、コストを抑え

るために市販されているプラモデルの戦艦   

（※図１,図２）を使用して試作することに

した。プラモデルの戦艦は安価な物で2000

円～3000円で購入することができ、コスト

を抑えることができる。また、全体がプラ

スチックで作られていて軽量な為、緊急時

でも持ち運びしやすい。 

 プラモデルを使用することによってデザ

イン性も確保でき、未使用時はインテリアと

して飾っておくこともできる。 

 

b)機体のスクリュー 

 スクリュー（※図４）は DC モーター 

（※図３）を使用して回し、船体の後方に

二つ、側面に二つ取り付けた。これにより

前進、後進、旋回だけでなく左右にスライ

ドするような動きが可能となり、操作性を

上げることができた。 

 電源には軽量でありながら大容量である、

リチウムポリマー電池（※図５）を使用し、

軽量化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

c)試作の結果 

 試作した結果、プラモデルの戦艦ではバッテリーだけでかなり

の場所を取られてしまい、大きな機器を搭載することができず、

スペース的な問題があることが分かった。 

 また、船体の高さが低いため、高波や横からの波に耐えられ

ず、戦艦のデザインを保ったまま防水性を確保するのが難しいと

いう構造的な欠点も判明した。そのため、様々な機器を搭載で

き、波に強い改良機を作ることにした。 

 図1 プラモデルの戦艦 

 図3 DC モーター 

 図2 

 図5 リチウムポリマーバッテリー 

 図2 プラモデルの戦艦(モーター組み込み中) 

 図4 スクリュー 



2.3 機体の改良 

a)機体のベース 

 改良機（※図６）は試作機での欠点を解決するために、

機体のベースに身近にある風呂桶（※図７）を使用し、船

体を大きくした。これにより最大積載量が増加し、大容量

のバッテリーや様々なセンサーを積めるようになった。ま

た、救命浮き輪を載せなくても、機体自身がその浮力によ

り救命浮き輪として機能できるようになった。 

 防水性に関しては、同じ風呂桶を上から被せることで対

処することにした。しかし、ただ上に被せて固定するだけ

では完璧に水を防ぐことはできないため、繋ぎ目の部分に

発砲スチロールを取り付けることによって、密閉性を上げ

水の侵入を阻止することにした。 

 

b)機体の動力 

 改良機（※図６）の動力は試作機と同じスクリューを使用する予定だったが、試験動作させてみる

と水草や藻がスクリューに巻き付いてしまうことが判明したため、ホバークラフトのラジコン       

（※図８）を参考にして、プロペラ（※図９）による動力に変更した。 

 この変更により災害時、水に多くのがれきやごみが含まれていても安定した動作を行えるようにな

った。 

 

c)機体のバッテリー 

 機体のプロペラを回すバッテリーは、試作機と同じバッテリーを使

用することにした。 

制御装置のバッテリーは、機体のベースを風呂桶にしたことによ

り、浮力が大幅に大きくなったため、大容量の10000mAh の携帯用モ

バイルバッテリー（※図１０）を使うことにした。 

 その結果、連続動作時間が増加し、人命を一人でも多く助けること

が可能となった。また、救助ロボットとして使用しない時は携帯のモ

バイルバッテリーとして使用すれば、バッテリーの劣化や放電を早期に

発見でき、非常時に使えないということを防止することができる。 

 

 図6 改良した船体 

 図8 ホバークラフトの 

ラジコン 

 図9 プロペラ  図7 風呂桶 

 図10 モバイルバッテリー 



d)機体の制御装置 

 機体の制御装置には Raspberry Pi（※図１１）を使用する

ことにした。コストを考えると Raspberry Pi よりも Arduino

（※図１２）のほうが安く購入できるが、機体の動作制御に

画像処理を使用し、高い性能が要求されるため、CPU の周波

数が高く、メモリーの量が多い（※表２）Raspberry Pi を選

んだ。 

また、将来的な拡張性を考えると、対応する OS が多い

Raspberry Pi を使用したほうが様々なプラットホームで環境

を構築できる。 

 

 Raspberry Pi 3 Arduino Uno 

CPU 1.2Ghz 0.016Ghz 

メモリー 1GB 32KB 

OS Linux,windows 無し 

 

e)機体の制御方法 

機体の制御は人が行うのではなく、

Rasberry Pi に自動制御させることにし

た。 

カメラで撮影した映像は OpenCV（画

像処理ライブラリ）で処理され（※図１

３）、人間の顔を認識する。その後、顔

の位置がカメラ視野の中央に来るように

モータードライバが指示を出し、機体

を左右に旋回させる。顔が中央に来る

と顔の大きさを測定し、小さければ前

進、大きければその場で停止する。こ

れにより、要救助者の位置まで自動で

移動することができる。 

障害物に関しては、画像を解析して

回避する方法もあるが、今回は赤外線

障害物センサーを使用して回避するこ

とにした。これにより、画像を解析し

て障害物を回避するより Rasberry Pi

の処理量を減らすことができ、動作の

安定化と省エネルギー化を実現してい

る。 

表2 

 図12 Arduino 

 図11 Raspberry Pi 

 図13 OpenCV による顔認識 

 図14 制御回路 



f)要救助者発見の通知 

 機体が人を見つけ顔を認識すると、あらかじめ登録しておいたメールアド

レスに自動で要救助者発見を伝えるメール（図１５）を送るようにした。 

 メールには、要救助者発見のメッセージデータのほか、各種センサー（図

１６,図１７,図１８）から得られるデータ（ガスの有無、温度・湿度、機体

の動き）も送信し、機体の周囲の環境を知ることができるようになってい

る。 

よって、機体の管理者は携帯電話さえ持っていれば要救助者の有無を知る

ことができるため、別に専用の機器を持つ必要がなくなり導入のコストを抑

えることが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 娯楽用途での使用 

 通常、救助ロボットは災害や事故が起きない限り使用される

ことはなく、置かれたままである。そのため、いざという時に

故障していて動かなかったり、操作方法が分からないというこ

とが発生する可能性がある。 

 そこで、自動操縦だけでなくコントローラー（図１９）で操

作することもできるようした。これにより、直感的に操作でき

るようになり、娯楽用途としても楽しむことができるようにな

った。 

例えば、Raspberry Pi のカメラモジュール（図２０）で撮影

を行いながら機体を操作すれば、機体目線の迫力ある動画を簡

単に撮影できる。また、風呂桶でできた機体の多きい浮力を生

かせば、重い機材も搭載でき楽しみ方が広げられる。 

このように救助目的以外の目的でロボットを使用すると、機

体の調子を調べられるだけでなく、一般の人やクリエイティブ

な仕事をしている人の購入のハードルを下げることができ、救

助ロボット普及のきっかけを作ることができる。 

 

 図15 通知メール 

 図18  

加速度センサー 

 図17  

温湿度センサー 
図16 可燃ガス, 

   煙センサー 

 図19 コントローラー 

 図20 カメラモジュール 



4. 考察 

 今回は、機体の動力にスクリューではなくプロペラを採用したが、エネルギー変換効率の観点から

観てみるとスクリューと比べて劣り、電気の消費も早いため、より省電力で動作できるようにする必

要がある。 

本体の大きさは直径７０cm であり、とてもスマートに作れたと思う。しかし、浮力を求めて風呂桶

を使用したばかりに、掴まりづらいという問題が出てきた為、機体の形状にはまだまだ改善の余地が

あると思われる。 

一台あたりの製作コストは約３万円でとても安く製作することができた。既に販売されている救助

ロボットと比べると、その性能や信頼性にはまだまだ差があるが、製作費用が３万円であるというこ

とを考えると数百万する市販品を購入するよりは、ハードルがとても低くなったはずである。また、

この価格で実現できたことにより、救助ロボットがもっと普及していけば、その量で質をカバーする

ことも可能だろうと考える。 

 

5. 終わりに 

 私たちの研究は、水害が増加しているにも関わらず、陸地専用の救助ロボットは数多くあるが水難

救助用のロボットはまだまだ少なく、この先必ず需要が増えてくるだろうという考えから始まった。 

 どこに焦点を置いてロボットを製作するのがいいか考えた結果、安価なコストで製作でき、扱いが

簡単な物であれば一般の人でも手が出しやすいだろうと考え、製作を進めてきた。その結果、低コス

トを実現することはできたが、信頼性やデザイン性はまだまだ市販品には敵わないという結果となっ

た。 

 そのため今後は、その点を改善すべく改良にますます力を入れていきたいと思う。 
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