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■ 主 要 諸 元

サイズ

パフォーマンス

テザーケーブル

ライト

カメラ

搭載センサー

駆動時間

長さ

幅

高さ

乾燥重量（バラスト付き） 

最大深度

最大速度

スラスター

スラスター構成

全長

通常強度

最大強度

輝度

光ビーム角度

型式

カメラ

カメラ視野角

カメラチルト範囲

3軸ジャイロ

3軸加速度

3軸電子コンパス

圧力深度計

電流・電圧監視

浸水水濡れセンサー

駆動時間ハード使用：2-3時間（専用バッテリー）

ライト使用：3-4時間（専用バッテリー）

457mm

338mm

254mm

10-11kg

100m

3.7km/h　2ノット

Blue Robotics T200 × 6

6機のスラスター

4機：ベクトル方向

2機：垂直方向

200m

45kgf

160kgf

4 x 1500ルーメン（明るさ調整可能）

135度（チルト調整可能）

Sony IMX322

1080pデジタル

水平110度

+/-90度

オペレーションイメージ

BlueROV2本体

本システムはBlueRobotics社製ROV BlueROV2を各種セ
ンサのプラットフォームとした水中可視化システムです。
従来のビデオカメラなどでは濁りや暗闇などで充分な視野
が確保できず、水中作業は困難を極めておりましたが、本シ
ステムではROVにユーザの要望に応じたセンサを組込むこ
とにより、水中の可視化を実現しました。
可視化の他にもユーザの要望に応じカスタマイズが可能な
ROVなので、お気軽にご相談ください。

■ 概　要

・ 姿勢制御機能
・ バッテリ最大稼働4時間
・ 最大深度100m
・ LED照明と高解像度カメラによる鮮明なカラー映像
・ ユーザの要望に応じたカスタマイズ対応
・ ゲームパッドによるオペレーションの容易さ
・ 国内での点検・組立・テスト対応
・ 動産保険への加入

■ 特　長
・ 橋脚、ダムの堤体、港湾岸壁等水中インフラ維持管理
・ 海底ケーブル調査
・ 濁水、汚水域での水中捜索
・ 水難事故調査
・ 船底調査
・ 生簀や生育魚管理

■ 用　途

■ オプション

水中で物を掴む作業を行うことがで
きるBlueROV2専用のグリッパー
です。船上のコントローラから操作
することが可能です。

グリッパー
上下用スラスターを4基に増設する
オプションです。追加センサなど重
量物を搭載させる際、うねりに対す
る機体安定性を向上させることが可
能です。

ヘビーリフター
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■ オプション ■ オプション

マニピュレータ
水中でのサンプリングやロープの切断など軽作業を実施する
ことができるようになります。
オペレータはマニピュレータと近い構造のマスターアームを
操縦することにより、直感的な操作を実現しております。また、
ユーザの要望に合わせた関節数で提供することが可能で、最
大5関節の製品の組込みが可能です。

ローテータ
水中カメラや音響機器に取り付け、パンおよびチルト動作をさ
せることにより、撮影および計測範囲を拡張することが可能で
す。

水中厚み計
水中構造物の厚さ計測が可能な超音波計測器です。
プローブは関節式になっており、構造物に厚み計が密着して計
測できる構造となっております。
金属やコーティング、腐食の激しい箇所などあらゆるユーザの
要望するフィールドで使用することが可能です。

各種後処理・解析ソフトウェア
ユーザで取得した各種音響、映像データを後処理および解析
するソフトウェアも取り扱いがございます。
ユーザの要望する成果に合わせてご提案差し上げますので営
業担当までお問合せください。

赤外線カメラ
本システムは“UVA S”（  U n d e r w a t e r  V i s i o n  
Augmentation System） 技術により、人間の目には見えない
光を拾い、その特定波長領域のみを増幅する UVAS Torch 
を使って、濁水中の景色を見ることができます。
港湾、配管内、ダムなど暗く濁った水中で作業をするダイバー
やROVの視野を確保し、従来の光学カメラに比べ、作業効率を
上げることができます。

スキャニングソナー
濁りや暗闇などの水中の環境に依らず、ROV
周囲の状況を判別することが可能です。
左図のように水槽の周囲の壁面を気象レー
ダーのような画像として判別することができ、
進路上の障害物の探査や対象物までの距離
を測ることが可能です。

サイドスキャンソナー
濁りや暗闇など水中の環境に依らず、高精細
な水中イメージ画像を取得できます。
海底地形を広範囲で計測できるため、岸壁や
橋脚の水中部の点検や漁礁や藻場などの海
底資源管理の用途で使用されております。

イメージングソナー
濁りや暗闇など水中の環境に依らず、高精細
な水中イメージ映像を取得できます。
光学カメラでは撮影不可能な濁りにおいても
撮影可能なためオペレーションのサポートや
生物の行動生態観測の用途で使用されており
ます。

DVL
DVLは、4つの角度付きトランスデューサーか
ら音波を送信して海底に対する相対速度を推
定し、受信したエコーから周波数シフト（ドップ
ラー効果）を測定します。 4つのトランス
デューサすべての測定値と各音響パルス間の
時間を組み合わせることにより、移動の速度と
方向を正確に推定できます。
これによりROVの水中ナビゲーションをする
ことが可能です。

USBL/SBL
水中音響通信技術を活用した音響測位システ
ムです。船上や岸壁からROVの位置を測定す
ることが可能で、水中作業の精度を向上させる
ことが可能です。

その他追加センサ
追加ペイロードキャリアを使用することにより、上記以外に
ユーザが希望するセンサを搭載させることが可能です。詳しく
は弊社営業担当までお問い合わせください。

多項目水質計
海洋物理データを測定するコンパクトな高精度センサです。 
測定項目としては、温度、音速度、深度、電導度、濁度の5種類を
用意しています。ユーザによってセンサを着脱できるので、用
途に応じて変更することが可能です。
また、音速度センサはTime of Flight方式を採用しており、超
音波パルスで直接音速度を計測しています。

■ オプション

対人対物傷害賠償責任保険の増額に加え、どんな故障※でも修理の無償対応

本サービスはオプション品の一部を除くROV関連製品に付帯
可能な修理・部品交換に関するサポートプランです。
ROVの故障や物損（対人対物損害賠償責任保険）、全損など万が
一の際のサポートをいたします。
本サービスに加入することにより、万が一の際の修理費用など
を大幅に軽減することが可能です。
また、スタンダードプランは購入時に無料付帯されており、2年
目以降はメンテナンスをした後、ご要望によりプレミアムプラ
ンに加入することができます。

「セキドケア for ROV ベーシック」は初期費用0円ですが修理費用のうち免責負担金として50,000円（税別）を申し受けます。
一方「セキドケア for ROV プレミアム」は、わずかな初期費用でどんな故障でも新品交換または修理を致します。
修理回数や新品交換には制限がございます。

※故意、重過失による損害並びに取扱説明書に記載の使用方法は注意事項に反する取扱によって生じた故障や独自に加工・
　改造することにより生じた損害などは除きます。詳しくは規約をご参照ください。

■ 概　要

・ ROV本体の修理費用の軽減
・ 物標への衝突やケーブルの巻き込みなどに対する修理費用

■ 目　的

製品保証期間

12ヶ月

修理２回目

実費

0円

修理１回目

50,000円
（免責負担金）

0円

賠償責任保険
（対人対物傷害）

5,000万円まで

1億円まで

初期費用

0円
（無償付帯）

50,000円

プラン名

スタンダード

プレミアム

■ ROV保障サービスセキドケア for ROV

■ セキドケア for ROVプレミアムの特長
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Augmentation System） 技術により、人間の目には見えない
光を拾い、その特定波長領域のみを増幅する UVAS Torch 
を使って、濁水中の景色を見ることができます。
港湾、配管内、ダムなど暗く濁った水中で作業をするダイバー
やROVの視野を確保し、従来の光学カメラに比べ、作業効率を
上げることができます。

スキャニングソナー
濁りや暗闇などの水中の環境に依らず、ROV
周囲の状況を判別することが可能です。
左図のように水槽の周囲の壁面を気象レー
ダーのような画像として判別することができ、
進路上の障害物の探査や対象物までの距離
を測ることが可能です。

サイドスキャンソナー
濁りや暗闇など水中の環境に依らず、高精細
な水中イメージ画像を取得できます。
海底地形を広範囲で計測できるため、岸壁や
橋脚の水中部の点検や漁礁や藻場などの海
底資源管理の用途で使用されております。

イメージングソナー
濁りや暗闇など水中の環境に依らず、高精細
な水中イメージ映像を取得できます。
光学カメラでは撮影不可能な濁りにおいても
撮影可能なためオペレーションのサポートや
生物の行動生態観測の用途で使用されており
ます。

DVL
DVLは、4つの角度付きトランスデューサーか
ら音波を送信して海底に対する相対速度を推
定し、受信したエコーから周波数シフト（ドップ
ラー効果）を測定します。 4つのトランス
デューサすべての測定値と各音響パルス間の
時間を組み合わせることにより、移動の速度と
方向を正確に推定できます。
これによりROVの水中ナビゲーションをする
ことが可能です。

USBL/SBL
水中音響通信技術を活用した音響測位システ
ムです。船上や岸壁からROVの位置を測定す
ることが可能で、水中作業の精度を向上させる
ことが可能です。

その他追加センサ
追加ペイロードキャリアを使用することにより、上記以外に
ユーザが希望するセンサを搭載させることが可能です。詳しく
は弊社営業担当までお問い合わせください。

多項目水質計
海洋物理データを測定するコンパクトな高精度センサです。 
測定項目としては、温度、音速度、深度、電導度、濁度の5種類を
用意しています。ユーザによってセンサを着脱できるので、用
途に応じて変更することが可能です。
また、音速度センサはTime of Flight方式を採用しており、超
音波パルスで直接音速度を計測しています。

■ オプション

対人対物傷害賠償責任保険の増額に加え、どんな故障※でも修理の無償対応

本サービスはオプション品の一部を除くROV関連製品に付帯
可能な修理・部品交換に関するサポートプランです。
ROVの故障や物損（対人対物損害賠償責任保険）、全損など万が
一の際のサポートをいたします。
本サービスに加入することにより、万が一の際の修理費用など
を大幅に軽減することが可能です。
また、スタンダードプランは購入時に無料付帯されており、2年
目以降はメンテナンスをした後、ご要望によりプレミアムプラ
ンに加入することができます。

「セキドケア for ROV ベーシック」は初期費用0円ですが修理費用のうち免責負担金として50,000円（税別）を申し受けます。
一方「セキドケア for ROV プレミアム」は、わずかな初期費用でどんな故障でも新品交換または修理を致します。
修理回数や新品交換には制限がございます。

※故意、重過失による損害並びに取扱説明書に記載の使用方法は注意事項に反する取扱によって生じた故障や独自に加工・
　改造することにより生じた損害などは除きます。詳しくは規約をご参照ください。

■ 概　要

・ ROV本体の修理費用の軽減
・ 物標への衝突やケーブルの巻き込みなどに対する修理費用

■ 目　的

製品保証期間

12ヶ月

修理２回目

実費

0円

修理１回目

50,000円
（免責負担金）

0円

賠償責任保険
（対人対物傷害）

5,000万円まで

1億円まで

初期費用

0円
（無償付帯）

50,000円

プラン名

スタンダード

プレミアム

■ ROV保障サービスセキドケア for ROV

■ セキドケア for ROVプレミアムの特長
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■ 主 要 諸 元

サイズ

パフォーマンス

テザーケーブル

ライト

カメラ

搭載センサー

駆動時間

長さ

幅

高さ

乾燥重量（バラスト付き） 

最大深度

最大速度

スラスター

スラスター構成

全長

通常強度

最大強度

輝度

光ビーム角度

型式

カメラ

カメラ視野角

カメラチルト範囲

3軸ジャイロ

3軸加速度

3軸電子コンパス

圧力深度計

電流・電圧監視

浸水水濡れセンサー

駆動時間ハード使用：2-3時間（専用バッテリー）

ライト使用：3-4時間（専用バッテリー）

457mm

338mm

254mm

10-11kg

100m

3.7km/h　2ノット

Blue Robotics T200 × 6

6機のスラスター

4機：ベクトル方向

2機：垂直方向

200m

45kgf

160kgf

4 x 1500ルーメン（明るさ調整可能）

135度（チルト調整可能）

Sony IMX322

1080pデジタル

水平110度

+/-90度

オペレーションイメージ

BlueROV2本体

本システムはBlueRobotics社製ROV BlueROV2を各種セ
ンサのプラットフォームとした水中可視化システムです。
従来のビデオカメラなどでは濁りや暗闇などで充分な視野
が確保できず、水中作業は困難を極めておりましたが、本シ
ステムではROVにユーザの要望に応じたセンサを組込むこ
とにより、水中の可視化を実現しました。
可視化の他にもユーザの要望に応じカスタマイズが可能な
ROVなので、お気軽にご相談ください。

■ 概　要

・ 姿勢制御機能
・ バッテリ最大稼働4時間
・ 最大深度100m
・ LED照明と高解像度カメラによる鮮明なカラー映像
・ ユーザの要望に応じたカスタマイズ対応
・ ゲームパッドによるオペレーションの容易さ
・ 国内での点検・組立・テスト対応
・ 動産保険への加入

■ 特　長
・ 橋脚、ダムの堤体、港湾岸壁等水中インフラ維持管理
・ 海底ケーブル調査
・ 濁水、汚水域での水中捜索
・ 水難事故調査
・ 船底調査
・ 生簀や生育魚管理

■ 用　途

■ オプション

水中で物を掴む作業を行うことがで
きるBlueROV2専用のグリッパー
です。船上のコントローラから操作
することが可能です。

グリッパー
上下用スラスターを4基に増設する
オプションです。追加センサなど重
量物を搭載させる際、うねりに対す
る機体安定性を向上させることが可
能です。

ヘビーリフター


