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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外見が魚状に形成された、一体又は略一体のゴム様弾性体の外皮で覆われ、且つ空気が
封入された浮沈タンクへ水を送入したり、浮沈タンクから水を排出したりすることによっ
て浮力を制御することが可能であり、且つ尾鰭を含む胴後部を揺動させることによって水
中を遊泳することが可能に構成された魚状ロボットであって、この魚状ロボットを任意の
俯角又は仰角でその長手方向に傾きが生じるように、重心を長手方向に移動する重心移動
機構を搭載しており、それによってその魚状ロボットに長手方向の傾きを与えたうえ、前
記浮沈タンクによって、この魚状ロボットの浮力と重力とを不等にし、その浮力と重力と
の差を推進力として、必ずしも、電力消費の大きい尾鰭を含む胴後部の揺動によらずとも
、この魚状ロボットを前進又は後退させることが可能に構成されていることを特徴とする
魚状ロボット。
　
 
 
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、尾鰭や胸鰭の遥動によらずとも、この魚状ロボットを前進又は後退させるこ
とが可能な魚状ロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、魚状ロボットもしくは人工魚と称せられるものが種々提案され、その幾つかは実
用化されている。そのうち、実際の魚の前進機構、水平旋回機構、及び上下運動機構につ
いて、それぞれ幾つかの例が示され、そのうちロボットが試作されたことも示されている
。（例えば非特許文献１参照。）。
【０００３】
　しかしながら、その遊泳には尾鰭の揺動等に多大のエネルギを必要とし、それを内蔵の
バッテリに依存しようとすれば、頻繁な充電が必要であると言う問題点がある。なお、非
特許文献１は上下運動について幾つかの提案をしているが、省エネについて触れていない
。
【０００４】
【非特許文献１】平田　宏一：魚ロボットの概要，海上技術安全研究所ホームページ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のことから、本発明は、上記した従来技術の欠点を除くために、尾鰭や胸鰭の遥動
によらずとも、この魚状ロボットを前進又は後退させることが可能な魚状ロボットを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的を達するために、請求項１の発明は、外見が魚状に形成された、一体又は略一
体のゴム様弾性体の外皮で覆われ、且つ空気が封入された浮沈タンクへ水を送入したり、
浮沈タンクから水を排出したりすることによって浮力を制御することが可能であり、且つ
尾鰭を含む胴後部を遥動させることによって水中を遊泳することが可能に構成された魚状
ロボットであって、この魚状ロボットを任意の俯角又は仰角でその長手方向に傾きが生じ
るように、重心を長手方向に移動する重心移動機構を搭載しており、それによってその魚
状ロボットに長手方向の傾きを与えたうえ、前記浮沈タンクによって、この魚状ロボット
の浮力と重力とを不等にし、その浮力と重力との差を推進力として、必ずしも、電力消費
の大きい、尾鰭を含む胴後部の遥動によらずとも、この魚状ロボットを前進又は後退させ
ることが可能に構成されている。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１の発明の構成に加えて、前記重心移動機構は、前記重錘が
長手方向のネジ棒に螺合されており、そのネジ棒の回転によって長手方向に移動するよう
構成されている。
【０００８】
請求項３の発明は、請求項１又は２の発明の構成に加えて、前記魚状ロボットの側方、左
右方向又は略左右方向に外に向かって伸びる軸の周りに回動する、少なくとも一対の翼を
備えている。
【０００９】
請求項４の発明は、外見が魚状に形成された、一体又は略一体のゴム様弾性体の外皮で覆
われ、且つ空気が封入された浮沈タンクへ水を送入したり、浮沈タンクから水を排出した
りすることによって浮力を制御することが可能であり、且つ尾鰭を含む胴後部を遥動させ
ることによって水中を遊泳することが可能に構成された魚状ロボットであって、前記浮沈
タンクへ水に限定しない任意の液体を送入すること、その浮沈タンクからその液体を排出
することが可能に、その液体を貯蔵する補助タンクが付設され、且つその補助タンクはそ
の容積が貯蔵液量に応じて増減容易に可撓性を有し、その容積の増減に応じて、この魚状
ロボットを包囲する水が、その補助タンク周囲へ、又はその周囲から容易に移動するよう
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構成されている。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項１乃至３のいずれか記載の構成に加えて、前記浮沈タンクへ
水に限定しない任意の液体を送入すること、その浮沈タンクからその液体を排出すること
が可能に、その液体を貯蔵する補助タンクが付設され、且つその補助タンクはその容積が
貯蔵液量に応じて増減容易に可撓性を有し、その容積の増減に応じて、この魚状ロボット
を包囲する水が、その補助タンク周囲へ、又はその周囲から容易に移動するよう構成され
ている。
【発明の効果】
【００１１】
請求項１の発明によれば、浮沈タンク内の水量を調節し、この魚状ロボットは、その見掛
け比重を、それを包囲する水の比重と同じにした場合、浮力と重力とが等しく、見掛け上
無重力状態であり、その他の力が作用しなければ、静止していれば、何時までもその位置
に静止し、また動いていても、水の抵抗を受けて減速し、間もなく停止する。それに対し
て浮沈タンク内の水量の調節によって、この魚状ロボットの見掛け比重を水の比重より、
大きくするか、小さくすると、その浮力と重力との差が推進力となって、その魚状ロボッ
トは、その姿勢が水平であれば、そのまま又は略そのままの姿勢で鉛直方向に浮上するか
、又は沈降する。その速度は浮力と重力との差の増大に伴って増大する。
【００１２】
なお、魚状ロボットは、一般に前部分の幅が大きく、後部分の幅が小さいため、その浮沈
時の抗力が前と後で異なり、後部分が前部分よりも僅かに先行し、前後方向に僅かに傾斜
する。その傾斜に伴って、この魚状ロボットは、鉛直方向に比べて小さいが、推進力の前
後方向分力も僅かながら発生し、後進する。
【００１３】
それに対して、この魚状ロボットは、重心移動機構によって重心をその中立点から前方又
は後方に移動すれば、重心と浮心が同一鉛直線上に位置するよう、前下向き又は前上向き
に、長手方向の傾きを生じるが、そのままの姿勢で静止していて、浮上することも、沈降
することもない。しかしながら、この姿勢で、上述のようにこの魚状ロボットの見掛け比
重を水の比重より、大きくするか、又は小さくすると、その浮力と重力との差が推進力と
なって、浮上又は沈降する。しかもその魚状ロボットは、長手方向に傾斜しているため、
その長手方向の推進分力を有するため、その浮沈に当たって先行する端部（例えば前下向
きの場合は頭部）を先頭に、尾鰭を含む胴後部の遥動によらずとも、魚状ロボットの前後
方向の側に近寄った、抵抗最小の方向に前進又は後退することが出来る。その移動速度は
浮力と重力との差の増大と共に増大する。
【００１４】
　従って、上記重心の長手方向の移動と，浮力と重力との差の変更と，を組み合わせ、先
ず前下向きにして沈降しながら前進し、次いで前上向きにして浮上しながら前進すると言
うジグザグ運動を交互に繰り返すことによって、電力消費の大きい、尾鰭１７を含む胴後
部１６の遥動によらずとも、この魚状ロボット１０を前進させることが出来、その省エネ
化を図ることが出来る。
【００１５】
請求項２の発明によれば、請求項１の発明の効果に加えて、重心移動機構の構成が簡単な
うえ、設置空間が小さくて済み、しかも重心制御が正確、容易である。
【００１６】
請求項３の発明によれば、請求項１又は２の効果に加えて、前記魚状ロボットは、その側
方、左右方向又は略左右方向に外に向かって伸びる軸の周りに回動する翼によって、静止
中であればその影響を受けることはないが、運動中であれば、その形状、面積、傾きに応
じてその揚力又は／及び抗力を受ける。例えば、その翼の面積を出来るだけ大きくし、そ
の翼をその魚状ロボットの長手方向に平行にすれば、それに垂直な方向の抗力が増大する
ため、同一の浮沈深さに対する水平移動距離が増大し、従って同一水平移動距離に対する
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浮沈回数が減少し、浮沈切り替えのための浮沈タンクへの給排水に必要な電力消費を節減
することが出来る。なお、単に鉛直方向に浮沈する場合は、その魚状ロボットを水平にす
ると共に、翼はその長手方向に対して垂直にし、浮沈時の抵抗を最小限にすればよい。
【００１７】
請求項４の発明によれば、又は請求項５の発明によれば（請求項１乃至３のいずれかの発
明の効果に加えて）、この魚状ロボットは、浮沈に当たって、その浮沈タンクから周囲へ
水の排出や周囲からの水の導入なしに、それに付設された補助タンクに貯留された液体に
よって周囲の水と同様の効果を発揮させることが出来る。従って、浮沈タンク用のポンプ
・配管の、種々の物質を含む、周囲の水と接触することはなく、前記物質による、汚れ・
詰まり・腐食等が防止可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
本発明の魚状ロボットを実施するための最良の形態について図１（ａ），（ｂ），（ｃ）
によって説明すると、１０は魚状ロボット、１１はそれを覆う外皮であって、中空状一体
又は略一体のゴム様弾性体よりなり、しかも、形態・模様・色・触感に至るまでその外観
が可能な限り自然魚に似るよう造られている。なお、１５は魚状ロボットの胴本体部分、
１６は胴本体部分１５の後方に一体に結合された胴後部、１７はその胴後部１６の後部、
それと一体に結合された尾鰭、１８は前記胴本体部分１５の前方に一体に結合された頭部
である。
【００１９】
次に２０は、大部分の搭載部品（後述）を水密に収容する水密容器であって、胴本体部分
１５、頭部１８内に配置され、主として両端が開かれた中空円筒２１と，前端が閉じられ
、後端が開かれた断面円形のキャップ２２と，前記中空円筒２１の各端部が外嵌された円
板２３，２４と，よりなるが、そのうち円板２３は後述する理由から刳り抜かれていると
共に、キャップ２２の後端部も外嵌されている。その他に図示は省略するが、各円板２３
，２４と，中空円筒２１、キャップ２５と，の間をシールするＯリング、両円板２３，２
４間に張架された複数本の支柱等が存在する。
【００２０】
　ここで本発明の主題である、魚状ロボット１０の、長手方向の傾斜及び浮力と重力との
差を組み合わせ、利用した前進又は後退に関連する構成について記述する。３０は魚状ロ
ボット１０の見掛け比重を調節する見掛け比重調節部であって、内部に空気が封じ込まれ
、水を貯留することが出来る浮沈タンク３１、その浮沈タンク３１に外（魚状ロボット１
０周囲）から水を吸入したり、外へ排出したりするポンプ３２の他図示されない給排水配
管を備えている。なお、前記浮沈タンク３１は、前記刳り抜かれた前側の円板２３を越え
て前方に伸びている。また、上記機器、部品は全て水密容器２０内に水密に収納されてい
る。
【００２１】
次いで４０は魚状ロボット１０の重心を長手方向に移動する重心移動機構であって、重錘
４１、その重錘４１を長手方向に貫通し、それに螺合されるネジ棒４２、そのネジ棒４２
を１組の歯車（記号省略）を介して回動させる重錘移動用サーボモータ４３、及び前記重
錘４１の位置を検知するポテンショメータ４４を備えている。なお、前記ネジ棒４２は必
要長さ確保のため、上記刳り抜かれた円板２２より前方に伸びており、また、前記重錘４
１はそのネジ棒４２の回動によって長手方向にのみ案内されるよう拘束されている。
【００２２】
さらに５０は魚状ロボット１０の揚力等を調節する揚力等調節機構であって、上記円板２
２の刳り貫かれた部分に配置された一対の翼回動用サーボモータ５１，５１、そのサーボ
モータ５１，５１に結合され、刳り貫かれた円板２２をその半径方向に貫いて左右方向又
は略左右方向（図では僅かに左右下向きに傾斜）に伸びる左右一対の軸（記号省略）にそ
れぞれ装着された翼５１，５１を備えている。なお、上記機器、部品は翼５１，５１を除
き容器本体部分２０内に水密に収納されている。なお、９０はこの魚状ロボット１０全体
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の制御部、９５は各部に必要な電力を供給する蓄電池である。
【００２３】
　以上の構成に対する、尾鰭等の揺動によるものを除く作用について説明する。先ず単純
な浮沈作用について説明する。この魚状ロボット１０は、見掛け比重調整部３０を構成す
る浮沈タンク３１内の水量を調節し、その見掛け比重を、それを包囲する水の比重と同じ
にした場合、浮力と重力とが等しく、見掛け上無重力状態であり、その他の力が作用しな
ければ、静止していれば、何時までもその位置に静止し、また動いていても、水の抵抗を
受けて減速し、間もなく停止する。
【００２４】
それに対して浮沈タンク３１内の水量をポンプ３２によって排出又は導入することによっ
てこの魚状ロボット１０の見掛け比重を水の比重より、大きくするか、小さくすると、そ
の浮力と重力との差が推進力となって、その魚状ロボット１０は、後述するようにその姿
勢が水平であれば、そのまま又は略そのままの姿勢で鉛直方向に浮上するか、又は沈降す
る。その速度は浮力と重力との差の増大に伴って増大する。
【００２５】
なお、魚状ロボット１０の重心は、姿勢安定化のため、その鉛直対称面内、浮心（浮力中
心：魚状ロボット１０内をその搭載品に占有された部分を含めて全て水で満たしたときの
重心であって、それに対して浮力が作用する）直下に位置するよう設定されており、その
魚状ロボット１０を左右幅方向、長手方向のいずれかに傾けようとすると、重心と浮心と
の間に左右幅方向、長手方向のいずれかのずれが生じ、復元力が作用し、元の姿勢に戻る
。
【００２６】
次に魚状ロボット１０を長手方向に傾斜させた場合について説明する。この魚状ロボット
１０の重心の長手方向の移動は次のようにして行うことが出来る。すなわち、重心移動機
構４０を構成する重錘移動用サーボモータ４３を回動させると、その回動は１組の歯車を
介してネジ棒４２へ伝達され、そのネジ棒４２が回動する。そのネジ棒４２に螺合された
重錘４１は、前述のように長手方向のみに移動可能に拘束されていて、そのネジ棒４２の
回動によってその中立点から前方又は後方へ移動し、それに伴って重心も前方又は後方へ
移動する。
【００２７】
見掛け比重がそれを包囲する水の比重と等しい場合、上述のように重心がその中立点から
前方又は後方へ移動すると、重心と浮心が同一鉛直線上に位置するよう、前下向き又は前
上向きに、長手方向の傾きを生じる。しかしながら、魚状ロボット１０はその姿勢のまま
で静止していて、浮上することも、沈降することもない。それに対して、この姿勢で、上
述のように浮沈タンク３１の水量を変化させ、この魚状ロボット１０の見掛け比重を水の
比重より、大きくするか、又は小さくすると、その浮力と重力との差が推進力となって、
浮上又は沈降するが、その浮沈に当たって、先行する端部（例えば前下向きの場合は頭部
１８）を先頭に、抵抗最小の方向に前進又は後退する。その移動速度は浮力と重力との差
の増大と共に増大する。
【００２８】
前述の抵抗最小の方向に前進又は後退することについてより具体的に説明すると、前記浮
力と重力との差に伴って生じる、前下向き又は前上向きに傾斜した魚状ロボット１０の推
進力Ｆは、例えば図２（ａ）に示すように、長手方向に平行な推進分力Ｆｐとそれに垂直
な推進分力Ｆｖとに分けられ、その速度Ｖも長手方向に平行、垂直の分速度Ｖｐ，Ｖｖに
分けられる。その各分速度Ｖｐ，Ｖｖはその魚状ロボット１０を包囲する水の抵抗がない
とすれば、その経過時間と共に次第に増大する。
【００２９】
しかしながら、その各分速度Ｖｐ，Ｖｖは、その水の抵抗を受けるため、それぞれの推進
分力とその分抗力（ＫｐＶｐ，ＫｖＶｖ）とが等しくなる、一定値（終端速度Ｖｐｔ，Ｖ
ｖｔ＝（推進分力Ｆｐ，Ｆｖ）／（比例定数Ｋｐ，Ｋｖ））に落ち着く。なお、比例定数
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Ｋｐ，Ｋｖは、それぞれ断面積Ａｐ，Ａｖと，渦を生じ易いかどうかによって決まる形状
係数Ｄｐ，Ｄｖと，の積である。しかも、両者について前記比例定数Ｋｐ，Ｋｖを比較す
ると、魚状ロボット１０の形状から長手方向の比例定数Ｋｐに比べてそれに垂直な方向の
比例定数Ｋｖが著しく大であって、長手方向の推進分力Ｆｐはそれに垂直な推進分力Ｆｖ
に比べて小さいが、上記終端速度を求める式によって終端速度Ｖｐｔ，Ｖｖｔが決まり、
魚状ロボット１０はその長手方向に平行な方向に近寄った、抵抗最小の方向に前進又は後
退する。
【００３０】
　従って、図２（ｂ）に示すように、上記重心の長手方向の移動と，浮力と重力との差の
変更と，を組み合わせ、先ず前下向きにして沈降しながら前進し、次いで前上向きにして
浮上しながら前進すると言うジグザグ運動を交互に繰り返すことによって、電力消費の大
きい、尾鰭１７を含む胴後部１６の遥動によらずとも、この魚状ロボット１０を前進させ
ることが出来、その省エネ化を図ることが出来る。
【００３１】
しかも、この重心移動機構４０は、それを構成する主要機器、部品が、重錘４１、ネジ棒
４２、重錘移動用サーボモータ４３、及びポテンショメータ４４であって、ネジ棒４２の
回動によって重錘４１が長手方向に移動し、それによって重心を長手方向に容易に移動す
ることが可能であり、その機構が簡単なうえ、占有空間が小さくて済み、他の手段に比較
して重心制御が正確、容易である。
【００３２】
次に魚状ロボット１０の揚力等を調節する揚力等調節機構５０について説明すると、上記
円板２３の刳り抜かれた部分に配置された一対の翼回動用サーボモータ５１，５１、その
サーボモータ５１，５１に結合され、刳り抜かれた円板２３をその半径方向に貫いて左右
方向又は略左右方向（図では僅かに左右下向きに傾斜）外側に伸びる左右一対の軸（記号
省略）にそれぞれ装着された翼５２，５２を備えている。なお、上記機器、部品は翼５２
，５２を除き容器本体部分２０内に水密に収納されている。
【００３３】
揚力等調節機構５０の作用について説明すると、魚状ロボット１０は水平静止状態では、
翼５１，５１を回動するだけでは、浮力と重力との差も変化せず、従ってその挙動に何ら
の変化を生じない。また、重心を長手に移動しても、単に長手方向に傾斜するだけで、以
後静止したままである。しかし、運動中の魚状ロボット１０は、翼５１，５１の傾きに応
じた揚力又は／及び抗力を受け、その運動に種々の変化が生じる。
【００３４】
すなわち例えば、魚状ロボット１０を長手方向に傾斜させ、浮力を増減し、浮沈させる場
合、その翼５１，５１を長手方向に水平にすると、それらに平行な方向の抗力は殆ど変化
しないが、その面積に応じて、それらに垂直な方向の抗力が増大するため、同一の浮沈深
さに対する水平移動距離が増大し、それだけ同一水平移動距離に対する浮沈回数が減少し
、浮沈切り替えのための浮沈タンクへの給排水に必要な電力消費を節減することが出来る
。
【００３５】
それに対して単に鉛直方向に浮沈させる場合は、その魚状ロボット１０を水平にすると共
に、翼５１，５１は魚状ロボット１０の長手方向に対して垂直にすることによって浮沈時
の抗力を最小限にすることも可能である。また、水平な姿勢で鉛直又は略鉛直に浮上中、
翼５１，５１の傾きを前上向きにすると、それによって前上向きの揚力を与えることが出
来、その魚状ロボット１０を重心の移動によらずとも前上向きに前進させることも出来る
。
【００３６】
ここで本発明の主題ではないが、それぞれ尾鰭１７を含む胴後部１６の遥動、魚状ロボッ
ト１０の水平面内での旋回、に関連する構成の一例について説明する。先ず揺動機構６０
について説明すると、６１は弾性変形容易な一枚の金属製の遥動板であって、その前端は
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前記水密容器２０の後側円板２４の後方に結合された軸支持部材２７の後端に固定されて
いる。６２は揺動軸であって、その軸支持部材２７上下に鉛直に取り付けられた１対の軸
受け（記号省略）に回動自在に支承されている。６３，６３はその揺動軸６２に垂直一体
に取り付けられ、その揺動軸６２を中心に左右方向に延びる上下１対のレバー、６４，６
４はその各レバー６３と前記揺動板６１の後部との間に張架された左右１対の金属細線、
６５は揺動用動力伝達部分であって、前記揺動軸６２とそれを駆動する揺動用サーボモー
タ６７との間に介在する、水平軸６６その他の部材よりなる。
【００３７】
さらに、尾鰭１７を含む胴後部１６を折り曲げ、魚状ロボット１０を水平面内で左右に旋
回させる旋回機構７０の一例について説明する。７１は旋回軸であって、上記軸支持部材
２７、上記揺動軸６２前方の上下に鉛直に取り付けられた１対の軸受け（記号省略）に回
動自在に支承されている。７２はその旋回軸７１に垂直一体に取り付けられ、その旋回軸
７１を中心に左右水平方向に延びるレバー、７３，７３はそのレバー７２と前記揺動板６
１の前部との間に張架された左右１対の金属細線、７４は旋回用動力伝達部分であって、
前記旋回軸７１とそれを駆動する旋回用サーボモータ７６との間に介在する、前記円板２
４を貫通する水平軸７５その他の複数の部材よりなる。以上の構成によれば、尾鰭１７を
含む胴後部１６を胴本体部分１５に対して折り曲げると、尾鰭１７を含む胴後部１６を揺
動させた場合だけでなく、それによらず、上述のように長手方向に傾斜した姿勢で浮沈さ
せる場合でも、魚状ロボット１０は左右に旋回させることが可能になる。
【００３８】
３番目に上記尾鰭１７を含む胴後部１６の内部構造について簡単に説明すると、８０は複
数の円板８１（又はそれに準ずる形状の板）が長手方向に隙間を開けて配列された板列部
分であって、前記尾鰭１７を含む胴後部１６を覆う外皮１１を内側から支持すると共に、
その各円板８１は前記遥動板６１と一体に結合されていて、その断面形状を全く又は殆ど
変えず、且つ円板８１同士の隙間を変えることによって前記遥動板６１と共に容易に左右
に湾曲し、遥動することが可能に構成されている。以上のように構成されることによって
尾鰭１７を含む胴後部１６を自然魚のそれのようにしなやかに遥動させることが可能にな
る。
【００３９】
その尾鰭１７を含む胴後部１６の遥動機構６０と，上述の見掛け比重調節部３０、重心移
動機構４０及び揚力等調節機構５０と，を組み合わせた作用について説明する。見掛け比
重調節部３０との組み合わせについては、単に前進しながら浮沈するだけであるため、敢
えて説明するまでもない。次にこの魚状ロボット１０に前記遥動機構６０と重心移動機構
４０とを組み合わせ作動させると、その見掛け比重が水の比重と同じものであっても、上
向きに浮上させたり、下向きに沈降させたりすることが可能である。さらにそれに見掛け
比重調節部３０を組み合わせ、作動させると、その遥動による推力に、上述の浮力と重力
との差による、上向き又は下向きに前進させる推力が加わるため、遥動のみよる場合に比
較して、それだけ同一水平移動距離当たりの電力消費が節減される。
【００４０】
次に尾鰭１７を含む胴後部１６の遥動機構６０と翼５１，５１を含む揚力等調節機構５０
とを組み合わせると、魚状ロボット１０の見掛け比重が水の比重に等しくても、魚状ロボ
ット１０の速度と翼５１，５１の傾斜とに応じて揚力が生じるためその翼５１，５１の傾
きの方向に近寄った方向に浮上又は沈降する。なお、魚状ロボット１０はその速度と翼５
１，５１の長手方向の傾きをそのまま維持しておくと、その長手方向の傾きは次第に増す
筈あるが、その傾きの増大に伴って重心と浮心との長手方向のずれが増し、復元力が増す
ため、その傾きの増大も減速し、遂にはその速度と翼５１，５１の傾きに応じた一定値に
落ち着く。それにさらに重錘４１の位置の移動を組み合わせれば、いずれか単独よりも魚
状ロボット１０の長手方向の傾きを大きくすることが出来る。
【００４１】
ここで図３によって可撓性補助タンクについて説明する。すなわち、前記浮沈タンク３１
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へ水に限定しない任意の液体（例えば油）を送入すること、その浮沈タンク３１からその
液体を排出することが可能に、その液体を貯蔵する補助タンク３５が付設され、しかもそ
の補助タンク３５はその容積が貯蔵液量に応じて増減容易に可撓性を有し、その容積の増
減に応じて、この魚状ロボット１０を包囲する水が、その補助タンク３１周囲へ、又はそ
の周囲から容易に移動するよう構成されている。
【００４２】
以上のよう構成されることによって、この魚状ロボット１０は、浮沈に当たって、その浮
沈タンク３１から周囲へ水の排出や周囲からの水の導入なしに、それに付設された補助タ
ンク３５に貯留された液体によって周囲の水と同様の効果を発揮させることが出来る。従
って、浮沈タンク３１用のポンプ・配管の、種々の物質を含む、周囲の水と接触すること
はなく、前記物質による、汚れ・詰まり・腐食等が防止可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明を実施するための最良の形態例であって、（ａ）はその鉛直縦断面、（ｂ
）はその水平断面図、（ｃ）は翼付近の横断面図である。
【図２】図１の魚状ロボットの挙動を説明する、（ａ）は推進力、速度のベクトル図、（
ｂ）は経路図である。
【図３】本発明を実施するための、浮沈タンクに、任意の液体を送入（ａ）、又はその浮
沈タンクからその液体を排出（ｂ）、可能に、その液体を貯蔵する補助タンクを付設した
ものを示す側面図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０    魚状ロボット
　１１　　外皮
　１５　　胴本体部分
　１６　　胴後部
　１７　　尾鰭
　１８　　頭部
　２０　　水密容器
　２１　　中空円筒
２２　　キャップ
２３　　円板
２４　　円板
２７　　軸支持部材
３０　　見掛け比重調節部
３１　　浮沈タンク
３２　　ポンプ
３５　　補助タンク
４０　　重心移動機構
４１　　重錘
４２　　ネジ棒
４３　　重錘移動用サーボモータ
４４　　ポテンショメータ
５０　　揚力等調節機構
５１　　翼回動用サーボモータ
５２　　翼
６０　　揺動機構
６１　　遥動板
６２　　揺動軸
６３　　レバー
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６４　　金属細線
６５　　揺動用動力伝達部分
６６　　水平軸
６７　　揺動用サーボモータ
７０　　旋回機構
７１　　旋回軸
７２　　レバー
７３　　金属細線
７４　　旋回用動力伝達部分
７５　　水平軸
７６　　旋回用サーボモータ
　８０　　板列部分
　８１　　円板
　９０　　制御部
　９５　　蓄電池

【図１】 【図２】

【図３】
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