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ご案内内容

• ROVの需要と供給

• 搭載可能なオプション

• サイドスキャンソナー ～水中構造物概査～

• イメージングソナー ～水中構造物概査２～

• DVL ～定点保持～

• 赤外線カメラ ～暗渠や濁りのある水域調査～

• 今後の組込センサ
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ROVの需要と供給
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ROVは高すぎて買えない！

【広まってこなかった理由】

• 本体のみで６００～８００万円（オーバースペック）

• オプション追加で１０００万円超え

• 観測用センサのオプションが充実していない

高価なROV例安価で色々載るものを
提案して！！
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水中ドローン

【水中ドローン＝ROV】
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水中ロボット

HOV AUVROV

水中
ドローン

とは？



水中ドローンの特徴

• 小型・軽量

→片手で持つことができる携行性の高さ

• バッテリー駆動

→従来の大型の船上部ユニットが不要

• 搭載センサ：光学カメラのみ

→撮影に特化

6

低
価
格



ROV vs. 水中ドローン

【ROV】
• 従来品に比べ低廉

• 追加センサ搭載可能
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【水中ドローン】

• 圧倒的低価格

• エントリーモデル

BlueROV2 FIFISH V6



BlueROV2とは？

【広まっている理由】

• 本体価格：１２０万円～

• オプション追加でも平均５００万円

• 観測用センサの充実

外形寸法 457×338×254mm

空中重量 11kg

最大深度 100m

最大速度 2knot

駆動時間 最長４時間

スラスター 水平：4機 垂直：2機

テザーケーブル 200m（使用荷重:45kgf）

備考 破断荷重：160kgf
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BlueROV2とは？

【特長】

• 遅延の少ないかつ鮮明なハイビジョン映像

• 姿勢制御機能（方位/深度）

• 動産保険への加入

外形寸法 457×338×254mm

空中重量 11kg

最大深度 100m

最大速度 2knot

駆動時間 最長４時間

スラスター 水平：4機 垂直：2機

テザーケーブル 200m（使用荷重:45kgf）

備考 破断荷重：160kgf
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FIFISH V6とは？

【特長】

• スマホアプリでオペレーション

• VR機能を活用した直感的な操作

• シンプルな構成による高い携行性

外形寸法 383× 331×143mm

空中重量 4.1kg

最大深度 100m

最大速度 2knot

駆動時間 最長４時間

スラスター 6機

テザーケーブル 100m（破断荷重：80kgf）

備考 4K撮影可能
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搭載可能なオプション
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追加センサ一覧

• スキャニングソナー

• サイドスキャンソナー

• イメージングソナー

• USBL/SBL
• DVL
• マニピュレータ

• ローテータ

• 水中厚み計

• 赤外線カメラ

• 多項目水質計
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サイドスキャンソナー
～水中構造物概査～
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サイドスキャンソナーとは？

1. 進行方向に対し曳航体より右舷左舷方向に超音波を発振

2. 海底や海中の物体から反射される音響信号を受信処理

3. 海底の航空写真のような画像イメージの生成
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サイドスキャンデータ例

横向きに装備
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サイドスキャンソナーシステム

LOGDOCファイルへのダミー位置データ挿入機能

GNSSGNSS
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サイドスキャンソナーシステム

• 米国Chesapeake Technology社製

ソナーデータマッピングソフトウェア Sonar Wiz 7
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イメージングソナー
～水中構造物概査２～
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画像例

15～20度程度の俯角を
つけて撮影がベスト
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ROV搭載例
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DVL
～定点保持～
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DVL(Doppler Velocity Log)
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DVL(Doppler Velocity Log)

https://waterlinked.com/dvl/ 23



DVL(Doppler Velocity Log)

https://waterlinked.com/dvl/ 24



赤外線カメラ
～暗渠や濁りのある水域調査～
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赤外線カメラ
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Stingray ROV System
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Stingray ROV System
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今後の組込センサ
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追加センサ一覧

• スキャニングソナー

• サイドスキャンソナー

• イメージングソナー

• USBL/SBL
• DVL
• マニピュレータ

• ローテータ

• 水中厚み計

• 赤外線カメラ

• 多項目水質計
30


	水中ドローンの可能性 その２�～最新センサの実装～
	ご案内内容
	スライド番号 3
	ROVは高すぎて買えない！
	水中ドローン
	水中ドローンの特徴
	ROV vs. 水中ドローン
	BlueROV2とは？
	BlueROV2とは？
	FIFISH V6とは？
	スライド番号 11
	追加センサ一覧
	スライド番号 13
	サイドスキャンソナーとは？
	サイドスキャンデータ例
	サイドスキャンソナーシステム
	サイドスキャンソナーシステム
	スライド番号 18
	画像例
	ROV搭載例
	スライド番号 21
	DVL(Doppler Velocity Log)
	DVL(Doppler Velocity Log)
	DVL(Doppler Velocity Log)
	スライド番号 25
	赤外線カメラ
	Stingray ROV System
	Stingray ROV System
	スライド番号 29
	追加センサ一覧

