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A new study platform for plankton Autonomous underwater vehicle-based 

observation 
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MINORU KITAMURA 
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Abstract JAMSTEC has been developed autonomous underwater vehicles (AUVs): a cruising AUV“URASH-

IMA”(10 m, 10 t), a working AUV“MR-Xl”（2.5 m, 800 kg) and a small vehicle “おIROV”(1.4m, 80 kg). Each 

of V巴hicleshas three op巴rationmodes: a remote control mode via thin optical fiber (or UROV mode), a remote 

control mode by acoustic communication, and autonomous control mode. The AUVs freely act on your 

instruction without any cable constrains. Th巴AUVscruise wider area than remot巴lyoperated vehicle. Each 

of AUVs ar巴equippedwith a TV camera, a sonar, and so on. In this paper, we introduce the AUVs, focusing 

on its application to plankton study. 
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1. はじめに

近年の＂ i:!子・機械技術の急激な発注によって，実Illに供寸る

おH線光ファイパーケーフルによる有余）！！l人探汽機（UROV:Un-

tethered Remotely Operated Vehicle）や臼伴！＼~1!!t人探査機

(AUV: Autonomous Underwater Vehicle）の開発が進んでい

る． これらは，従米から海rjrやが吐！氏深夜に＠、られている曳航

1本やむ宗）！！＼人探資機（ROV:Remotely Operated Vehicle）と比

絞すると，よりjムq『ililJllをj_1j続してケーフルによるfliij約を受けず

に航行しながらtiJiiJllJを行うことができる，時n1二装［；＂，＇が小但であ

る為に制iJllJにかかる'f'i!IJが少なくて済む等の平IJ;i;i_がある．

JAMSTEC は 1990年代後、'I'・から AUVの研究開発を始め

た．その一つが長距離巡航引の AUV「うらしま」（Aoki1998, 
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2005, Hyakudome 2002）である 「うらしま」は CTD-DO，自

動採水装置， TVカメラ，ディジタルカメラ，サイドスキャンソ

ナー，マルチナロ一等の計測器を搭載し広域を航走し江がら

自動的に観測を行うことができる．「うらしまJの連続航行距離

は300km以上で，次機種では 3,000km程度の航行を計画し

ている

連続して広域を観測する要求がある一方で，狭い範囲を詳細

に観測する要求もある． また， ROVが行っていた作業の中で

繰返しの単純作業を自動化させたいという要求もある．こう

いった要求に答えるには，小型で機動性がよく，マニピュレー

タを備えた AUVを開発する必要がある．このような形態の

AUVを「作業型 AUV」もしくは「海洋ロボット」と呼ぶこと

にする．「作業型 AUV」は高い機動性，物体の識別，マニピュ

レータの自動化などが必要で，非常に高度なロボ y 卜といえ

る.JAMSTECでは「MR-Xl」（Yoshida2004）と名付けた作

業型 AUVの研究を 2000年に開始し，2002年までに機体の

設計と製作を終わらせた.2003年からは制御システムの開発

を開始した．

さらに専用母船を必要としない無人探査機の要求もある．近

年，JAMSTECでは専用母船を必要とする大型探査機の開発を

行ってきたが， 2002年から民間企業と共同研究を行い，専用

母船を必要としない浅海周小型無人探査機「MROV」を開発

し， 2004年秋に民間企業から販売を開始した．「MROV」は重

量が約 80kgであるため，大人数人で運搬できる．また，最大

潜航深度が 1,000mであり ながら，船上装置は小型であり，漁

船やプレジャ ーボートを用いて海域試験を行うことが出来る．

本稿では，これら 3種類の無人探査機を紹介するとともに，

特に生物の観測に有用と考えられる技術についても紹介する．

2. 無人探査機の運用法

本稿で紹介する無人探査機には観測 ・探査の用途に応じて 3

タイプ（自律制御モー ド，光ファイパー遠隔制御モード，無線

遠隔制御モード）の運用モードが使用可能である．自律制御

モードでは，潜航前に予め母船上で航行経路と観測項目をシナ

リオとして探査機に入力し，潜航中は無人探査機に自律して観

測を行わせるモードである．水中で‘は GPSによる測位がで、き

ないため，観測に重要となる位置情報は， リングレーザジャイ

ロと加速度計で構成される高精度の慣性航法装置（Inertial

Navigation System）により算出する．長距離を航行するに際

して，算出誤差が微小であることが望ましいため， JAMSTEC

では慣性航法装置単体の純慣性位置算出で 0.2海里／時という

誤差の少ない性能を有する装置を開発した．また， ドップラー

速度検出器とのハイブリッド制御により，位置精度の高い航行

が可能である．光ファイパー遠隔制御モードは，船上制御装置

と探査機とを直径 1mmの細線光ファイハーケーフ’ルで接続

し，このケープルを介してリアルタイムに相互通信を行いなが

ら航行するモードである．光ファイバーにより大容量通信が可

能でシステム状態の把握や TVカメラによる鮮明な画像によ

る観察が行える．無線遠隔制御モードは，海面上では電波で，

海中では電波が使用できないため音響によって相E通信を行い

ながら航行するモードである． 電波通信時には VHF帯を利用

して，母船から半径数km圏内で探査機を制御する．主として

潜航ポイントまでの移動や，浮上後に探査機を母船に接近させ

るために用いる．一方，水中での音響通信は，母船からの音響

信号で探査機に指令を与える．また，探査機からもシステムの

状態，観測デー タや静止画像を母船へ音響信号で送信するた

め，母船上での観測が出来る

3. 自律型無人探査機「うらしま」

3.1 構成および機能

「うらしま」は，船舶では観測が困難な極域の氷下や海底火山

周辺の調査を可能とするために開発が始まったが，一般海域に

おける海洋研究プラッ トフ ォームとしても利用可能である．

Fig. 1に「うらしまJの外観を， Fig.2に構成， Tablelに仕様

を示す

「うらしま」は前述した 3種類すべての運用モードを備えて

いる．光ファイバー遠隔モードは主として着水初期に用いる

モードで， リアルタイムに画像やシステム状態を知ることが出

来る．音響遠隔制御モードは，母船から音響信号で「うら しま」

に指令を与えるもので，システムの状態や観測データを母船で

観測でき， 1秒間に l枚の静止画像を伝送する．自律制御モー

ドで長距離を航行する際には， 事前に設置した音響灯台を使用

することで，慣性航法で生じた誤差を補正することが出来る．

Fig. 3に運用モードと音響灯台を利用した航法の模式図を示

す．

Fig. 1. “URA SHIMA”It just finished long distance 

cruising. 
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Table 1. Specifications of the three vehicles. 

Item 
MROV 

Vehicles 

Urashima MR-Xl 

10 t 

10.6(L）×2目6(W）×2.4(H)

3,500 

3 
50 or more (PEFC)/ 
25 or more (Li ion battery) 

PEFC/Li-ion battery 

AUV, UROV, Wireless 

TV camera, Digital camera, 

Side scan sonar, Multi narrow 

beam, CTD-DO, Sub-bottom 

profiler 

*1 preparing, *2 to be installed 

Weight (in air) 

Dimensions (m) 

Working Depth (m) 

Cruising Speed (knot) 

Endurance (hour) 

Power Source 

Operation Mode 

Working Tools 

800 kg 

2.5(L）×0.8(W）×l.2(H) 

4200 

2 

15 or more 

80kg 

l.4(L）×0.7(W）×0.4(H) 

1,000 

2 

5 

Li-ion battery 

AUV, UROV, Wireless 

TV camera, Side scan 
sonar CTD-D0*1 

Robot hand*2 

Li-ion battery 

AUV, UROV 

TV camera, Side scan 
sonar*1, CTD-D0*1 

Fig. 2. System configuration of “URA SHIMA.” 
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Fig. 3. A drawing of operation mode of“URA SHIMA.” 
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kmスケールで可能になるかもしれない．一方，機体が大型で

あるため着底状態での観測や，生物を追う等の制御は困難であ
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「うらしまJは自律して長距離を航行するために，動力源とし

て燃料電池もしくは大容量リチウムイオン電池を用いる．燃料
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ろう．電池搭載時は連続して 50時間以上， 300km以上の航行が可

リチウムイオン電池使用時でも 25時間以上， 100能である．

作業型 AUV「MR-Xl」

構成および機能

作業型AUV「MR-Xl」の外観と仕様を， Fig.5とTable1 

にそれぞれ示す．「MR-Xl」の機体はアルミニウム製のフレー

ムで，浮力材と耐圧容器に収納された電子 ・電気機器がこのフ

レームに取付られる構造をしている．これらは流体抵抗を低減

4.1 

4. 

するために FRPカバーで覆われる．外観形状はマンボウに似

ている．この形状は潜航，浮上の能率を向上することができ，

さらに重心と浮心の設計自由度が高い．航行用にメインスラス

ター（D.C. brush-less motor, 400W），前後に水平スラスター，

左右に垂直スラスタ ーの5つを備える．「MR-Xl」は，海底面

付近で精密な探査や作業をすること，および中層での生物観

測・追跡を目的としており，高い機動性が必要となるために複

「うらしま」はこれまでに多くの技術評価のための海域試験

を行っている. 2002年 6月にはリチウムイオン電池による

132 kmの自律航行を， 2005年 2月末には燃料電池による

317 kmの世界記録となる連続航行を果たしている（Fig.4). 

2005年度からは，観測に重点、を置いた試験を開始し， 2005年

5月の海域試験では，サイドスキャンソナーにより，優れた観

測成果を得ることが出来た．

生物観測lへの応用3.3 

「うらしま」は観測装置としてシーバ ード の CTD-DO,

NTSCカメラ，ディジタルスナップショットカメラ，サイドス

km以上の連続航行が可能である．

海域試験3.2 

数のスラスターを装備している． 電源は JAMSTECで開発し

た油漬けリチウムイオン電池ノマック（公称 120V, 30 Ah）を 2

セット使用して， 15時間以上の動作時間を得ている．

「MR-XlJには「うらしま」と同様に 3つの運用モー ド，自律

制御，無線（電波・音響）遠隔，光ファイパー遠隔がある（Fig.

6）.自律航行は「MR-Xl」の主たる運用モードであるが，完全

な自律機能を実現するためには，試験を繰返し，運動制御や画

像認識のためのデータを収集して機能を向上する必要がある．

現状の自律機能は自動制御を基本としたルールベース制御のみ

実装している．電波遠隔は主として潜航ポイン卜までの移動

や，浮上後に母船に接近するために用いられる．浮上時の詳細

現在はサ

ブボトムプロファイラーを搭載工事中である．生物観測の観点

から見た「うらしま」の特長は，広範囲 ・長時間の観測が可能

であること，大型ゆえに沢山の観測機器を搭載で・きることであ

る．今後，クロロフィルセンサーや各種プランクトンカウン

ターを搭載すればプランクトン分布観察が，現有のカメラシス

テムを用いて近底層 ・海底観察や中層クラゲ類観察などが 100

マルチナロ ービームを搭載している．キャンソナー，

“MR-Xl” Fig. 5. 

/I 、7 • 

け ／ 哩問、l'7} ... 

C-1-' ..沼6

〆’－－1;

(/I 
む＼」＿＿；..／

Fig. 4. The tracking chart in the sea-trial. In this 

trial，“URA SHIMA”established a new r巴cordfor long 

cruising of 317 km. 
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Fig. 6. A drawing of operation mode of“MR-Xl.＇’ 

な測位値は，箆体に収納された GPS，アルゴス通信装置から衛

星経由でインタ ーネットに配信する 音響遠隔に関しては現

在，高速度の画像伝送を実現するために，処理用 DSPプログラ

ムの開発中で， 2005年度中には搭載する予定である． 水中の

探査機の位置を船舶により捕捉するために，単独で動作する音

響トランスポンダも搭載している 光ファイパー遠隔は，潜航

初期段階の動作確認，または，鮮明な画像を見ながら観測する

場合に用いる．

「MR-Xl」の浮力調整には，直径数ミリの鉄製粒状の錘

（ショ y トパラス ト）を用いている．潜航時は数 10kg分の

ショットパラストを搭載し，重力を利用して 30m毎分程度の

速度で潜航する．目的の深度付近でショットパラス トを半分程

捨てて中性浮力に調整する．完全な中性浮力にする為には，さ

らに 500gづっ投下して微調整を行う．浮上する際には，残っ

たショットパラストをすべて捨てて正浮力にして上昇する

船上装置は遠隔制御と初期動作確認のために用意した．装置

は複数のノマーソナルコンピュ ータと 5台のモニ タ，光通信装

置，ジョ イスティックで構成されている．

4.2 海域試験

2005年 6月に相模湾の初島南方沖にて海域試験を行い，水

深 230m まで潜航した．試験は光ファ イパー遠隔モードで行

い，ショットパラスト投下により中性浮力に調整できることが

確認できた．中性浮力を保った状態で高度 20mでのサイ ドス

キャンソナーによる観測や，高度 0.7mにおける近底層航走に

成功し，ツノザメ科およびギンメダイ属魚類を観察できた．近

底層航走時には，一旦通り過ぎた目標物を，後退することで即

座に再捕捉する といったような細かい動作が可能であることを

確認できた また技術的には慣性航法装置をはじめとする各種

計測器の動作確認，ならびに音響通信の基礎データを得ること

ができた．

4.3 生物観測への応用

現有の観測装置と しては，NTSCテレ ビカメラとサイドス

キャンソナーが搭載されている さきに行われた海域試験では

近底層航走 ・観察において成果をあげた．光ファイパー遠隔制

御モードによる現有のカメラを用いた底生魚類や大型ベントス

の分布観察は充分に可能で、ある．自律制御モードの改良が進め

ばさらに広域の分布調査が可能になるだろう．また，計5つの

スラスターが与える高い機動性をいかした生物の追跡，行動観

察，中層観察などにおいても実績を重ねていきたい．

今後，ハードウェア面ではカメラの高解像度化， CTD-DOの

搭載，ライ 卜の高輝度化，ディジタルカメラの搭載，マニュピ

レータの搭載を計画している．一方ソフトウェア面では，自律

制御機能の向上，画像認識機能の搭載，自律マニピュレータ制

御機能，航行中に連続撮影したディジタルカメラ画像の合成技

術の開発，画像等大容量データの探査機内部での記録などを計

画している 上記の計画が進み，観測機能が向上すれば，複数

の機能を持つ「作業型 AUV」は生物観測に貢献できるのでは

ないかと考えている．

5. 浅海用探査機「MROV」

5.1 構成および機能

「MROV」は 1,000m までの浅海で使用することを目的とし

て開発された．ダムの調査，養殖生け貨や定置網など漁具監視，

港湾整備，海底ケーフ恭ル保守，船底調査など、浅海域で水平方向

に長距離移動しての作業に適している.Fig. 7に「MROV」の

外観を， Tablelに仕様を示す．現在稼働しているものは細線

光ファイパケ ーブルを介した遠隔制御により運航させる

UROVであるが，自律型無人探査機 AUVに仕様変更すること

も可能で，音響等による遠隔制御に関しても開発中である．小

型 ・軽量化により数名で運用できるようにし，専用の母船を不

要としている．

5.2 海繊試験

2005年 7月に生物観測を前提とした観測試験乞石西礁湖

Fig. 7. A snap shot of“MROV.” 
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にて実｝j仮した．標準協載されている NTSC}j式 TVカメラに

加え，サイドスキャンソナーとドプラー速度検出泌をiQJJil限；J在

して，深度 30mまでのリーフ内で、観iJllj試験ぞ1'iった． 本試験

では， ROVでは不可能な，船から！）＜、f一方向に約 400mI引退ーす

る航走試験をおこなった．また，［ii］じiJllJ総に沿って深度保持ま

たは，，・sr支保持ーをしながら航心する手法もIi(！｛，認できた． ケーフル

の京市れ！！＼く，小山il 、サンゴ fr.！.＼~パ y チの問 Ill ！を［ riJ り込むよう－－ J;';j

しながらサンコ、の1r足音4をftい，パァチのすそ型fにあるd世！点i,V,［~誌

1~＇Wl 口の 11JliJllJ も行った．ヰ；淡町は 3 人で娘fr し， i皮品が l mを

こえているI混合でもi::J也なく行＊・ ft}！以できることを係’認し

た．

5.3 生物観測への応用

「MROVJ は小i¥'J.・将i1l：で、あり，民間する為のr:J:船をjj_』ばな

いことから， foI i あるいは旬~といった街な時系列縦iJllj に過し

ていると考える 「MROVJのiiJ/iJllルL験治時i[[11J数はまだ少ない．

!J：.物l111iJllJに主点を附いて試験ifli町立を'fl：ね，使いやすい AUVと

するために改良を進める口il11lijである. 2005 'if＇.／立は生物 M1iJllJの

為の消防i試験を 21"1【，：1・1!11jr[1である

「MROVJ は小引・料以である為に， N:~ H'.1rJ1iJllJ機｛，~をWIやす

・J(IまIH米ないが，後数の「MROVJをfii]ll!yに111l、て，それぞれ

に日！！の；＼¥'iJllJ加をff，：，賎して（山flするhiよが考えられる． {'lljえば l

機にI向島平像！交カメラをf{',:.1古し，日ljの l機に山J純度ライトを終；f在

してfii]ll！｝にif!!航するなとである．こう己った）j法は， ・;f:だ試み

たことが）！！＼l、が，数年の1'9lこt試験を11'うことを：；1・1ilijしている．

6. AUVの技術的課題

AUVに，ある＇： I：物を発見させ，それをill跡調白するような，

生物ryiiJ1iJllJのための完全な［＇.［動化は未だ球しい 生物の大きさの

ダイナミックレンジは~I寸1に大きく（数ミクロン～数 l メート

ル）, 1r；状が：；~：·1；；；であり，かっ， £J1 きながら Jf；を変えてゆく生物

もいるため，それらを一広lこl'><)JIJすることが山米なL、からであ

る したがって， AUVに小－物の特定ゃ）£1跡をhわせる九には，

ぷ識機能を人！日JfJ~frHJJJりする使いJjが有効である AUVに作：交

を行わせる場合も同械である．そのためには，船上で人！日jがn!Ji

1fiiを見ることが必須となる 光ファイパ 遠隔制御モードであ

ればリアルタイムのi＠（＇象を見ることがU:::¥Jとるが，光ファイノ〈ー

の制約を受ける．完全なJm索で遠隔制御するためには，高卒中な

と、の！mkJ訂正1j像伝送品質の向上がカギとなる．現どLC, JAMSTEC 

では新しい tillii刻1H'ifii方法や；＼~＼り訂正方法を合んだ，！！!l＊泉伝法装

1；＂，＇を開発：｜！である．

研究利！日が進めば，多くの稲紅！の観測装［！＂ 1＇が必＇ [gとなるだろ

う． その際 AUVに求められるのは，計iltリ器te.:;1古筏肢の拡大と

口:l'iJllJj幾犯の ·I古換え「I令xの N\'i:4~化て、あると Y；えている．大1\'J. の

AUVではあるNIえのJル｜古谷結がすでにある．小型の AUVで

は，先に「MROVJで述べた彼数 AUVの｝民！日！などを検口、j'J1J1で

ある．

AUVは＜U池て＇1!1Jfrするため，＜Ll)Jが多く取れないことから，

一般に.I！夜間の光Id：が不足寸る. JJUl：，代 Id：の大きな •Lli#;iの llfl ブと

を1Jーっており， f.lt 米の•6:池の 2 ii＼・の平子id：をffした叫的；l袋店のめ

どもついている．

AUVを矧iJllJに使rn-9ることは魅力的であると考える. ?,j'iー

に，千j一家でtilliJllJするらj合にltべ，初jきの臼iii！交がよう・jl、ことであ

る． また，主主でjjjlj限され江い為， 11誕iJllW@llを！ムく取れる． [I Ht 

おlj徒II モードであれば， AUV が 1~1111的にデータを収集するので，

・Hrliiにi'IH!Hi仰IIモードで海域を大まかにI泊。Tし，その後にihl悩

(jjij(J[Iでfi拘Hに縦損lけるといった7・段を講じることができる. JJ;! 

{I:，私たちは研究行ーにより民く（日flしてもらうために，以下の

校体，jf)fj発を考えている

・大谷11(:'1［；！池の開発による，鋭iJllJ範IJJIのJ広大（らしくは縦iJllJ

II寺r::Jの延長）と，観測rnw;11JJの｛；＇；j開J変化

・ r:·:iWM象ll'.!：・尚！ピ~fl'.!：カメラのfC,:;J古

・ ；＂，＇~！干による大作 :i：：データ伝送システムの開発

. 'IJちJ の、l'i'I 動議別， j.!J助；の為の.i~!i動（！日間i手法のIHJJt

• [ihj像データの処PH手法の開発

－小平If＃！夜機の複数同時以IJIJMJ、検討

．船舶をiEはないJ’；・湯i[x装11"1＇のllfl発

近い将米， AUVが生物観測のi：たる手法とH子ばれるように，

より使いやすい AUVをr::ifi'iして研究開発をill:めてfrきたい．
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