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ABSTRUCT 

 

Rescue robot searches for victims in a man-made disaster and a natural calamity, and does efficient rescue activity. 

So it is demanded to correspond to unknown danger. Especially, if the rescue robot does a search activity in the 

combustible gases, the robot may ignite by sparks from motors, electrostatic sparks and friction sparks. But any 

countermeasures to those robot explosions have not been taken systematically yet. One of my research purposes is 

to remove the causes of the explosion, and we have produced the prototype rescue robot that introduces the 

explosion-proof construction. Also we evaluated the performance of the robot. The robot has brushless DC motor 

and doesn’t spark from brushes. The surface of the robot is coated a paint which prevents to store static electricity 

in it. The bottom of the robot suppresses friction sparks by using the resin. We did various evaluation tests and 

evaluated maneuverability of the robot. As a result, we confirmed that UMRS2010 was maintaining the 

fundamental performance. 
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1. はじめに 

 レスキューロボットは，地震などの天災ばかりでな

く，テロリズムなどの人災においても被害をできる限

り小さくし，かつ効率的な活動を行うためのものであ

る．そのため，レスキューロボットはレスキュー隊員

の探索活動に先立ち，危険と思われる場所に入ってい

き，人命発見や環境確認を行う必要がある．したがっ

て，未知の危険性にも対応することが求められる．特

に，災害現場において，可燃性ガスが充満しているよ

うな悪環境下で探索活動を行う場合，ロボットから発

せられる火花によってロボット自体が発火し，爆発を

引き起こしてしまう危険性が考えられるが，それらの

対応はまだ体系的には行われていない．そのため，ロ 
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ボット自体が発する火花によって爆発を引き起こして

しまう危険を少なくし，より安全に救助活動を行える

レスキューロボットを開発することが求められる． 

 本研究室では，これまで IRS(国際レスキューシステ

ム研究機構)にてレスキューロボット UMRS(Utility 

Mobile Robot for Search)シリーズ(1)の開発に参画して

きた．この UMRS シリーズは，災害時の建物や地下街

などで被災者の発見や，現場の環境確認，情報収集を

行うためのレスキューロボットとして開発されている． 

 本研究では，この UMRS シリーズ開発の延長として，

災害現場の外部雰囲気と，ロボット自体が発する火花

による爆発のリスクをより低減するため，これまでの

UMRS シリーズには無かった「防爆構造」を取り入れ

たレスキューロボット UMRS2010 の開発を行った．な

お UMRS2010 は，以前開発されたレスキューロボット

UMRS2009 の車体形状を基に設計・製作を行った．さ
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らに開発したロボットで運動能力を評価するため，階

段や段差など基本的な障害物を走破する各種標準的な

走行試験を行い，ロボットの運動能力を評価した． 

 

2. 防爆について 

 爆発は，爆発性雰囲気と着火源が同時に存在するこ

とにより発生する．そのため，爆発性雰囲気か着火源

のどちらか一方しか存在しない場合，爆発は起こらな

い．また，可燃性ガスの濃度が爆発限界にない場合も

爆発は起こらず，そのような環境は爆発性雰囲気とは

言わない．したがって，爆発性雰囲気の生成を排除す

るか，着火源となり得る電気エネルギーの発生を制御

するかにより，防爆性能が確保されるというのが防爆

の基本概念である(2)． 

UMRS2010ではロボットから火花が出る問題に対し

て，次に示す 3 つの対策を行った．なお，ここで言う

防爆構造とは，爆発リスクをできるだけ低減させるた

めの各種対策を施した構造を指し，”爆発しない”構造

ではなく，”爆発しにくい”構造の事を言っている． 

2.1 モータ火花対策  UMRS2010 では走行中，モー

タから火花を出さないように，走行用モータにブラシ

レス DC モータを使用した．これまでの UMRS シリー

ズでは走行用モータに DC モータが使用されていたが，

DC モータの特性上，モータが駆動している時に整流

子とブラシ間の摩擦により，火花や熱を生じてしまう．

この状態で救助活動を行うと，可燃性ガスに引火し，

爆発を引き起こす危険がある．一方，ブラシレス DC

モータはブラシ，整流子がないためモータ回転時に接

触部分がない．したがって，ブラシレス DC モータで

はこのブラシ火花による可燃性ガスへの引火で爆発を

引き起こす心配がない．ただし，電子回路を内蔵して

いるため，モータが大きくなるという欠点がある． 

2.2 静電気火花対策  これまでの UMRS シリーズ

では，ロボットボディに静電気に対する対策が施され

ていなかった．そのため，探索活動を行う際に静電気

が帯電し，外部物体との接触で発生する静電気火花に

より，爆発を引き起こす危険が考えられた．そこで静

電気の対策として，UMRS2010 ではロボット表面の塗

装に導電性塗料を使用し，静電気の発生を抑えた．  

2.3 摩擦火花対策  レスキューロボットが，地震な

どが起きた災害現場で活動を行っている場合，周囲の

瓦礫や破片など様々なものと接触して擦り合った際に，

火花が発生してしまう可能性がある．特にロボット走

行中は，平坦な道があまりないと考えられるため，ロ

ボット底部が最も周囲の物体と接触し，摩擦火花を引

き起こす危険性が高い．UMRS2010 では車体の材料と

して CFRP を使用しているため，この状態で探索活動

を行った場合，周囲の物体と接触した際に火花を散ら

し，爆発を誘発してしまう可能性がある．したがって

UMRS2010 には，周囲の物体と接触しやすいと考えら

れる車体底部に，摩擦火花が発生しにくい樹脂材料と

して超高分子量ポリエチレンプレートを使用した． 

 

3. 走行系の設計 

前章で述べたように，これまでの UMRS シリーズと

は違い，UMRS2010 では走行用モータ，フリッパ用モ

ータにブラシレス DC モータを使用した．それに伴い，

UMRS2010 では新たなモータに合わせて，その仕様条

件に見合うように各部品の選定や，モータハウジング

等を設計する必要があった．そのため，UMRS2010 を

製作するにあたり，走行系を主としてトルク計算や部

品の設計・製作を行った． 

3.1 走行系のトルク計算  UMRS2010 の走行系の

トルク計算では，UMRS2009 の重量や車輪半径の寸法

等を参考にした．UMRS2009 はロボット重量が，23kg

であったが今回はブラシレス DC モータを使用したこ

とから，UMRS2009 よりも重量がこのモータや関連部

分にて重くなることが予想されたため，完成した

UMRS2010 の重量が約 36kg になると仮定し，トルク

計算を行った． 

ロボットが坂で静止しているときには，Fig.1 に示す

力が働いている．また，坂を登るためには，走行用モ

ータのトルクが十分であることはもちろん，走行用ベ

ルトと地面との静止摩擦力が，ロボットが重力によっ

て斜面を滑り落ちる力より大きい必要がある．ロボッ

トが斜面を登っている際に必要なトルク T は， 

ｒ

・ｇ・・ sinMR
T   

T:トルク[Nm］   r :歯車とプーリによる総減速比 

M:車体重量[kg]   g:重力加速度[m/s2] 

R:車輪半径[m]   θ:坂の傾斜角度[deg]  

で求めることができる(3)．また，UMRS2010 には走行

用モータが 2 つあるので，モータ 1 つあたりに必要な

トルクは， 

2

1sinMR
T ・

ｒ

・ｇ・・ 
  

で求めることができる．ここで，モータにトルクが最

も必要な場合を考える．ロボットが自重を垂直に引き

上げる力がある(θ=90°)とすると，モータ 1 つあたり

にかかるトルクは，UMRS2009 のデータから走行用車

輪の半径を R=0.075m とし，また減速比を r=14 と設定

した場合，式(2)から， 

]Nm[95.0
2

1

14

90sin9.836075.0
T 


 ・

・・・  

となる．この値から，今回は特注仕様のモータとして，

マッスル株式会社の CM2-60A20A というモータを使

用した．このモータではロボットの使用条件に合わせ

て，モータメーカにて巻き線の巻き方を変更すること

ができたため，Fig.2 に示すように通常のモータトルク

を高出力化させることで，必要なモータトルクを満た

(1)

(2)

(3)
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す性能を得ることができた． 

M・ｇ・cosθ

M・ｇ

M・ｇ・sinθ

θ

M・ｇ・cosθ

M・ｇ

M・ｇ・sinθ

θ  
Fig.1 登坂中ロボットにかかる力 

 

使用できる連続領域
を引き上げている

通常使用できる
連続領域

使用できる連続領域
を引き上げている

通常使用できる
連続領域

 
Fig.2 モータ特性 

 

3.2 走行機構部の設計製作  車体内部の構造は，ロ

ボット重量が重くなることや，ロボットの携行性の問

題から，車体をできるだけコンパクトに作らなければ

ならなかった．そのため，限られたスペース内で，使

用するモータの仕様条件を満たす減速比になるように

小歯車，大歯車の選定，また，プーリ等各部品の選定

を行った．さらにこれらの製品に合うように，モータ

から動輪が取り付けられている走行軸に至る伝達機構

とモータハウジングの設計を行った．また，プーリに

使用するためのプーリベルトは使用中に伝達動力と巻

きつけ角の関係から，場合により歯飛びを起こし，走

行用モータからの出力をうまく伝達できない可能性が

考えられた．そのためベルトを張るためのテンショナ

ー部の設計も行った．走行系周りにおけるモータから

のトルク伝達機構部の構成イラスト図を Fig.3 に示す． 

走行用モータ及びフリッパ用モータはロボットの

左右に 1 つずつ搭載されており，右側と左側の走行機

構を別々に駆動させることで，信地旋回を行うことが

できる． 

 
Fig.3 走行動力伝達系の構成 

 

4. UMRS2010 の概要 

レスキューロボット UMRS2010 の外観図を Fig.4 に，

主な仕様を Table 1 に示す．UMRS2010 は災害後のビ

ルなど閉鎖された空間に進入し，人命，環境などを探

査することが目的である．レスキュー隊員 1 人でもロ

ボットを背負って災害現場付近の安全な場所まで急行

し，遠隔操作で災害現場の探索活動を行うことができ

る．また，内部部品を固定するために施された車体各

部の貫通穴には，ネジを通した後に接着剤による密封

を行った．これによりネジの緩み防止と共に，防塵防

水対策の強固，ならびに外部雰囲気の内部への進入を

防いだ． 

通信用アンテナ

鳥瞰カメラ

前方カメラ

LEDライト

フリッパ

クローラベルト

通信用アンテナ

鳥瞰カメラ

前方カメラ

LEDライト

フリッパ

クローラベルト

 
Fig.4 UMRS2010 の外観図 

 

Table 1 UMRS2010 の主な仕様 

外形寸法 W512×H450×L585[mm] 

重量 32[kg] 

最高速度 5[km/h] 

電源 Li-Fe バッテリ(DC100V) 

防塵防水対策 IP64 

 

5. 性能評価試験 

5.1 研究目的  レスキューロボットの性能評価

の方法として，NIST(アメリカ国立標準技術研究所)が

提唱している標準テスト方法(4)がある．この標準テス

ト方法の目的は，レスキューロボットの総合能力を定

量化して測定することである．IRS の実験室では，こ

の NIST により提唱されている標準テストに基づいて

運動能力を評価するため，階段，段差，傾斜，対称ス

テップフィールドにおけるロボットの運動能力評価試

験が行えるテストフィールドが用意されている．

UMRS2010 に対してこれら 4 つの評価試験を行った．

なお UMRS2010 の試験では，それぞれの評価試験を行

う前に 2 周練習を行ってから試験を行った．また，試

験結果の比較対象として，UMRS2009 の試験結果を参

考にした．ただし，本研究中に東日本大震災が発生し

たため，UMRS2009 の試験用機材が震災の対応用に緊

急改造しなければならなかった．この影響により，

UMRS2009原型での試験時間を十分に取れなかったた

め，各評価実験も短縮した形で実施して，比較のみに

使用できる形とした．そのため，UMRS2009 の試験結

果は，階段，段差が 3 周，傾斜が 10 周，対称ステップ
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フィールドが 1 周での試験結果となった． 

5.2 性能評価試験(階段)   

5.2.1 試験方法  この試験の目的は，ロボットの

階段昇降能力を定量的に評価することである．IRS で

は 35°，40°，そして最大 45°の傾斜を持つ階段が用

意されており，表面材質は木材である(今回行った全て

のテストフィールドの材質は同様に木材が使用されて

いる)．階段の形状は蹴上・踏面共に 20cm となってお

り，滑り止めはない．IRS のテストフィールドに用意

されている階段を Fig.5 に示す．階段昇降におけるロ

ボットの性能評価は以下の手順で行う． 

(1) ロボットを階段前のテスト開始位置に置く． 

(2) ロボットを動かしたらタイマーを起動し，往復

時間を測定する． 

(3) この往復時間の測定を 10 回行う． 

なお，階段における走行試験は，ロボットが登れる最

大の傾斜を持つ階段で行う． 

 
Fig.5 階段の形状 

 

5.2.2 階段昇降特性  ロボットが階段を昇降して

いるときの姿勢は，Fig.1 に示すように平滑斜面を走行

している場合と同一の姿勢となる．そのため，式(2)

から 45°の階段を登る時に必要なトルクは，0.59Nm

となる．またロボットが階段を安定して昇降するため

には，Fig.6 のように階段とロボットの走行ベルトが 3

点で接していることが望ましい．また，階段昇降中は

階段と走行ベルトの摩擦力よりも，階段の角部と走行

ベルトの歯のかみ合いが重要となる．したがって，走

行中の振動等により階段と走行ベルトのかみ合いが浅

くなり，ベルトの歯が階段から滑り落ちることがない

限り，階段を走行することができる． 

3点で接触3点で接触
 

Fig.6 理想的な階段昇降姿勢 

 

5.2.3 試験結果及び考察  UMRS2010 では 45°の

階段を登れたため，この階段にて試験を行った．階段

昇降の試験結果を Table 2 に示す．UMRS2009 と

UMRS2010 の平均時間を比較すると，UMRS2010 の方

が往復時間はやや早いが，両方の有意差はあるとは言

えない．そのため階段昇降能力において，UMRS2009

と同等の運動能力を維持できたと考えられる． 

 

Table 2 階段昇降の試験結果 

 往復時間 平均時間 

UMRS2010 12 分 00 分 57(10 往復) 1 分 12 秒 057

UMRS2009 3 分 41 秒(3 往復) 1 分 14 秒

 

5.3 性能評価試験(段差)   

5.3.1 試験方法  この試験の目的は，ロボットの

段差を登って超えていく能力を定量的に評価すること

である．IRS のテストフィールドに用意されている段

差を Fig.7 に示す．この評価試験は，円筒の外周方向

に自由に回転するプラスチック製のパイプ(内径 10cm，

外径 11.4cm)を使用し，段差を登り，降りてくるまで

の時間を測る．パイプの本数は変更することができ，

パイプをセットすることで，段差の高さを変更するこ

とが可能である．段差能力におけるロボットの性能評

価は以下の手順で行う． 

(1) テストフィールドに設置するパイプ本数を調整

し，試験を行う段差高さにする． 

(2) ロボットを段差前のテスト開始位置に置く． 

(3) ロボットを動かしたらタイマーを起動し，往復

時間を測定する． 

(4) この往復時間の測定を 10 回行う． 

なお，この試験ではロボットが乗り越えられるパイプ

の最大本数で試験を行う． 

 

Fig.7 段差の形状 

 

5.3.2 段差昇降特性  ロボットが段差を乗り越え

るには，ロボットに装着されているフリッパを駆使し

て段差を登る必要がある．そのためには，フリッパに

よりロボット本体を Fig.8 のように持ち上げなければ

ならない．ロボットが走行中にフリッパの回転角度を

維持するために必要な最大トルク Tfは，フリッパ 4 本

(フリッパ用モータ 2 つ)で車体を支えている時に発生

する．UMRS2010 は車体重量 M=32kg，フリッパの軸

間距離 L=0.191m，フリッパ減速比 rf=120 であるため， 

]Nm[25.0

120

1
191.081.9

2

321
L

2

M
T





　　　　　　　　　

ｒ
ｇ

ｆ

ｆ  

となる．フリッパ用モータの定格トルクは 0.32Nm で

(4)
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あるため，段差を登る際のトルクは十分であることが

わかる．また，段差を登ることができる最大高さは，

ロボット重心位置が段差上面の上にあることが必要と

なる．Fig.8 から，ロボットが乗り越えられる最大高さ

H を求める．まず，地面から重心までの距離 h1は， 

212 LsinL
2

1
 ｈ  

となる．段差上面から重心までの距離 h2は， 

cos

R
2 ｈ  

となる．したがって，乗り越え可能な高さ H は， 




cos

R
LsinL

2

1
H 2121  ｈｈ  

となる．上式に UMRS2010 の寸法 L1=0.430m，L2= 

0.273m，R= 0.075m，およびθ=50°を代入すると，H= 

0.32m となる．なおθ=50°という値は，θ= 50°付近

で最も乗り越え可能な高さが大きくなったためである． 

 段差昇降試験に用いたパイプ 1 本あたりの外径は

11.4cm であるため， 

22.8cm >H=32cm> 34.2cm 

となり，理論上パイプ 2 本の高さまで段差を乗り越え

られることがわかる． 

UMRS2010 の段差乗り越え最大高さは H=0.32m で

あることがわかったため，実際に UMRS2010 の乗り越

え可能な段差高さを調査した．パイプを 1 本ずつ加え

ていき，段差高さを高くした結果，パイプ 2 本では段

差の昇降が可能であり，パイプ 3 本では段差の乗り越

えが不可能であった．このことから，実際の段差昇降

特性が式(8)を満たしていることがわかった． 

L 2

L2

L1

G
R

θ

h 2

h 1

L 2

L2

L1

G
R

θ

h 2

h 1

 
Fig.8 段差昇降図 

 

5.3.3 試験結果及び考察  パイプ 2 本の段差高さ

にて段差昇降を行った試験結果を Table 3 に示す．段差

昇降の試験結果でも，階段昇降の試験結果と同様に

UMRS2009 と UMRS2010 で往復時間に大きな差異は

確認されなかった．そのため，UMRS2010 の段差昇降

における運動能力も UMRS2009 と同等の運動能力を

維持していることが確認できた．ただし，UMRS2009

より重量が重くなったことで段差を降りる際の衝撃力

が強くなったため，より丁寧にフリッパを用いて，段

差を降りる際の衝撃を和らげる必要がある． 

 

Table 3 段差昇降の試験結果 

 往復時間 平均時間

UMRS2010 7 分 58 秒 42(10 往復) 47 秒 842

UMRS2009 2 分 28 秒(3 往復) 49 秒

 

5.4 性能評価試験(傾斜)   

5.4.1 試験方法  この試験の目的は傾斜面におけ

るロボットの走行能力を定量的に評価することである． 

 テストフィールドの形状を Fig.9(a)に示す．このテス

トフィールドの傾斜は 15°となっており，フィールド

の幅は 2.4m，奥行きは 7.2m となっている．また，試

験は Fig.9(b)に示す矢印のように，2 つのパイロンによ

り 8 の字状の経路を辿り，ロボットの走行を行う．傾

斜面におけるロボットの性能評価は以下のような手順

で行う． 

(1) ロボットを試験開始位置に置く． 

(2) ロボットを動かしたらタイマーを起動し，往復

時間を測定する． 

(3) 全ての反復が終了(試験コースを 10 周)するまで

8 の字状に経路を横断し続ける． 

     

(a) 傾斜の形状           (b) 走行ルート 

Fig.9 テストフィールド 

 

5.4.2 試験結果及び考察  傾斜走行の試験結果を

Table 4 に示す．傾斜走行における運動能力では

UMRS2009 の試験結果に比べ，22 秒程度，往復時間が

遅くなっており運動能力の低下が見られた．原因とし

て考えられるのは，1 つ目に，UMRS2010 を傾斜上で

信地旋回を行った際に，ロボットが傾斜を滑り落ち目

標の場所まで移動することが難しかったことが挙げら

れる．2 つ目に，操作者の習熟度が関連する可能性が

考えられる．特に傾斜は階段や段差に比べテストフィ

ールドが複雑なため，操作者の技量が特に重要となる．

NIST における試験では，ロボット操作者の，操縦にお

ける習熟度を除外するような指標がないため，操作者

の習熟度によって試験時間が大きく変化する可能性が

ある．これらの理由のため，UMRS2009 に比べ 22 秒

程度，試験終了時間に差異が生じたと考えられる． 

(5)

(6)

(7)

(8)
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Table 4 傾斜走行の試験結果 

 往復時間 平均時間

UMRS2010 16 分 48 秒 20(10 往復) 1 分 40 秒 82

UMRS2009 13 分 00 秒(10 往復) 1 分 18 秒

 

5.5 性能評価試験(対称ステップフィールド)   

5.5.1 試験方法  この試験の目的は，対称ステッ

プフィールドにおける走行能力を定量的に評価するこ

とである．このテストフィールドは，Fig.10 のように

10cm 四方で長さが異なる木材(10cm，20cm，30cm，

40cm，50cm)で構成されている．また，テストフィー

ルドの大きさは傾斜走行試験のフィールドと同様で幅

2.4m，奥行き 7.2m となっており，試験方法も同様に，

2 つのパイロンにより 8 の字状の経路を辿り，ロボッ

トの走行を行う．対称ステップフィールドにおけるロ

ボットの性能評価は以下のような手順で行う． 

(1) ロボットを試験開始位置に置く． 

(2) ロボットを動かしたらタイマーを起動し，往復

時間を測定する． 

(3) 全ての反復が終了(試験コースを 10 周)するまで

8 の字状に経路を横断し続ける． 

 

Fig.10 対称ステップフィールドの形状 

 

5.5.2 試験結果及び考察   

対称ステップフィールドの試験結果を Table 5 に示

す．対称ステップフィールドにおける運動能力評価試

験では，UMRS2009 に比べ，UMRS2010 では約 13 秒

往復時間が遅くなっており，運動能力の低下が見られ

た．原因としては，傾斜走行試験と同様に，操作者の

習熟度が関連する可能性が考えられる．対称ステップ

フィールドもフィールドが複雑なため，操作者の技量

が特に重要となり，UMRS2009 と UMRS2010 の結果に

差が出た可能性がある．また，UMRS2009 はロボット

重量が 23kg であるのに対し，今回製作した UMRS2010

は防爆構造を施すためにブラシレス DC モータ(1 つあ

たり 1.7kg)を使用したため，モータ重量やモータ周り

のハウジング等の影響でロボット重量が 32kg になっ

た．このテストフィールドは凹凸が激しいため，重量

の大きい UMRS2010 は UMRS2009 に比べ，ロボット

走行中に，より強い衝撃が与えられることが考えられ

た．例えば，50cm の木材から 40cm や 30cm の木材へ

走行を行った場合，フリッパを用いて衝撃をうまく和

らげることができなければロボットに強い衝撃を与え

てしまう．そのため，重量が大きい UMRS2010 では衝

撃力が強くなることから，車体内部の各部品への負荷

を軽減させることが必要であると考えられたため，よ

り丁寧な操縦が必要となった．そして，車体も

UMRS2009 より一回り大きくなったため，小回りがし

にくくなったことも結果に差が出た原因と考えられる． 

 

Table 5 対称ステップフィールド走行の試験結果 

 往復時間 平均時間 

UMRS2010 56 分 33 秒 79(10 往復) 5 分 39 秒 379

UMRS2009 5 分 26 秒(1 往復) 5 分 26 秒

 

6. おわりに 

今回，爆発の危険性を低減したレスキューロボット

UMRS2010を開発し，運動能力について評価を行った． 

 UMRS2010 の防爆構造では，新たにブラシレス DC

モータを使用し，モータからの火花の発生を防いだ．

また，ロボット表面には導電性塗料を使用することで，

静電気火花が出るリスクを低減した．加えて，ロボッ

トが走行中に，瓦礫等に最も接触しやすいロボット底

部には，超高分子量ポリエチレンプレートを用いるこ

とで，摩擦火花の発生を抑えることができた． 

 UMRS2010 の走行性能評価では，階段，段差，傾斜，

対称ステップフィールドの性能評価試験を行った．そ

の結果，UMRS2009 の性能評価試験結果と比べて，階

段，段差では大きな変化が見られなかった．傾斜，対

称ステップフィールドでは，UMRS2009 に対して若干

の性能の低下が見られた．これは，傾斜，対称ステッ

プフィールドの場合，テストフィールドが複雑で障害

物となるものが多かったため，より重量の重い

UMRS2010 では衝撃が強くなってしまうことや，

UMRS2009 に比べ，円滑な走行が難しかったことが原

因であると考えられた．しかし，走行不能に陥ること

や UMRS2009 と大幅な時間変化がなかったことから，

基本的な運動性能は維持していることが確認された． 
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