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バッテリー駆動による 2000m級小型 ROVの開発と

運用法の構築

山本 潤*l，岩森利弘ぺ星直樹ぺ阿部拓三ぺ坂岡桂一郎*3 

亀井佳彦ぺ高木省吾 ぺ沼本修ぺ阪幸宏ぺ桜井泰憲*5 

末岡和久ぺ有村博紀*2，渡遅日出海*2 

Development of a Battery Powered Compact 2000m Class ROV System and 

Its Method of Operation 

Jun YAMAMOTO， Toshihiro IWAMORI， Naoki HOSHI， Takuzo ABE， Keiichiro SAKAOKA， Yoshihiko KAMEI， 

Shogo T AKAGI， Osamu NUMAMOTO， Yukihiro SAKA， Kazuhisa SUEOKA， 

Hiroki ARIMURA and Hidemi W ATANABE 

We developed a battery powered compact 2000m class ROV (Remotely Operated Vehicle) system with a High同

Definition video camera. It does not require specialized equipment to operate. It can be operated using only gen巴ral

purpose equipment. This system mainly consists of a shipboard controller， a vehicle and a launch巴r.A thin， light 

optical fiber cable (diameter 9mm， length 2，500m)， the primary cable， transfers control data and vid巴oimages 

between the shipboard controller and the launcher. The secondary cable， a composite cable (diameter 14.2mm， 

length 50m)， transfers control data and vid巴oimages and supplies power to the vehicle from the six packs of 

lithium-ion batteri巴s，which are mounted in the launcher. The launcher is suspended by a rope from the support 

ship， and the depth of th巴launcheris adjusted by changing the length ofthe rope using a general purpose rewinder. 

Although initially， we had some trouble due to the launcher rope and the primary cable getting tangled， a 

newly-designed instrument that restricts the movement of the carabiner， and the use of a low expansion rope， 

facilitated smoother operation and an easier recov巴ryofthe ROV. 

2011年 11月 17日受付， 2012年 3月26日受理

遠隔操縦無人潜水機 (ROV: Remotely Operated 

Vehicle)は，大深度や人間の潜水が危険な水域において

も使用が可能な水中機器で、ある。 深海域におけるフィー

ルド研究において ROVに搭載されたカメラによる映像

データは大変有効であり，生物の行動や生息環境 ¥-2)

熱水鉱床へ巨大地震による海底地形への影響 4)および

ネ l 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

干 041-8611 函館市港 3-1-1 北海道大学

漁業による深海サンゴなどへの影響 5)等，広い分野の調

査で活躍している。しかし ROVを深海まで潜航させ

て調査しその後回収するには，巨大なケーブルウイン

チや送電用高圧電源装置などの特殊な専用設備を搭載可

能な大型で特殊な船舶が必要となり， ROVによる深海

探査の機会は，実質上制限されているのが現状である。
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本{り|究では ROVの運用に大型で特殊な専用設備 を必 システム開発と基本的な運用法

要とせず，大学の練習船などでも運用が可能な 2，000m 

級小型'!ROVシステム HUBOS-2K (Hokkaido University 

Bottom Sampler 2，000 ;写真 1)の開発と運用法を構築す

ることにより， 深海域へのアクセスを容易に し水産分

野をはじめとする深海域をフィールドとした倒究の発展

に貢献することを目的とした。

写真 1 潜航前の HUBOS-2Ko 2次ケーブルはランチャーと
ビークルとの問に巻かれて収納されている。2011年 7

月 1 7 日 相模i~Jにて。

本研究では，ハイ ビジョンカメラを搭載し小型lかつ軽

量で汎月?の設備を用いて水深 2，000mまでの探査が可能

であることをコンセプトとして ROVシステム の開発を

進めた。本システムでは，まず運月3のしやすさから 日"'9

深度付近でビークル(1ミOV本体 :図 1a)をランチャ (中

継器;図 1b)から離脱 させる方式を採用した。そして

ビークルとランチャの軽量かっ小型化. 支援船に送電用

の高圧電源装置や大型の専用巻き上げ装置などの設備を

必要と しない運用を行うために以下の特徴を持たせた。

①ランチャ 内に 6台のリ チウムイオン電池 (1台当たり;

長さ 60cm， IIJjj¥ 17 cm，高さ 11CI11， 9.9 kg， 26.6 V. 30 

Ah，充電器は交流 100V電源使用)を内蔵し (図 1(15))， 

ランチャとビークルに電源を供給する(最大連続稼働時

間約 811寺|湖)。②支援船から垂下したロープ (図 1(28)) 

によ ってランチャを吊 り，その水':1二I重量や水の抵抗を支

える。一次ケーブル (図 1(26)) は通信と |映像転送に

特化し， 3本の光ファイパーケーブルを補強した綱 く!I珪

いケーブル (直径 9mm. 4.5 g/111海中)を採用する。ラ

ンチャとビーク ルとを接続する二次ケーブル(直径 14.2

111m光複合テザー ケー ブル，長さ 50111. I豆I1 (13)) は

附脱前にはランチャとビークルの間に巻かれて収納され

るが(写真 1)。自!f脱後は ランチャに収容さ れずに伸び

た状態のままで浮上する。尚， 2次ケーブルには，抗張

力体のケブラー繊維が織り込まれており切断の リスクを

円
札計

回

図1. a)ビークル.長さ 96C111.帆 65C111.高さ 63cm.空中霊長:(採泥器有/1!!rJ129 kglllO kg.水中では"1二I性浮力。

b)ランチャ;長さ 147cm. 11思95C111.高さ 100C111.水rl-'/空中重量93/230kgo (1)主耐圧容部 (2)ハイビジョ

ンカメラ (3)垂直移動用スラスタ 200W (4) 1-110ライ ト35W (5) LEDライ ト45W (6)水平移動朋スラスタ

200 W (7)レーザースケール 250m11111.同(8)浮力体 (9)採泥株取込口 (10)サンプル容器 (11)O.4M CCDカメ

ラ ( 12 ) 深度・水~l~iセンサー (13) 2次ケーブル 50111(14)主耐圧容部 (15)リチウムイオン屯池 (16)旋回!日

スラスタ 200W (17)主スイッチ (18)高度計 (19)パンパー (20)ケーブルケース (21)ビークル出Il1JiUIJアー

ム (22)0.4 M CCDカメラ (23)LEDライト 44W (24)深度センサー (25) ウイング (26)一次ケーブル 2，500

m (27)カラビナ (28)ロープ (29)カラ ヒナ ストッパ
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小さくしている。完成 したビークル (長さ 96cm， 111日65

cm，高さ 63cm，最大空中重量 129kg)およびランチャ (長

さ 147cm， 111日95CI11，高さ 100cm，最大空仁|こl重量 230

kg) は，汎用の設備でも吊上 ・下げが十分に可能な大き

さと重量に収めることができた。

本システムの基本的な運用法は，合体したランチャ/

ビークルを甲板からクレーンなとaで、吊上げて海面へと下

しランチャに連結しているロープをビットやキャプス

タンなどを用いて繰り出す。この|俊 一次ケーブルをで

きるだけローフ。に沿わせるため，ケーブルにカラビナ(図

1 (27)) を一定間隔で装着しこれをロープに掛けなが

ら仲出させる。浮上の際は，ロープをキャプスタンなど

で巻き 上げ，カラビナを外しながらケーブルを人力で、手

繰り，甲板上に固縛したケーブルドラムに巻き取る。 ラ

ンチャを甲板上に収容後， ビークルを支援船に寄せて二

次ケーブルと一緒に収容する。

運用法の構築

本システムは 2010年 3月に完成 し北 海道 大 学付属

練習船おしよろ丸 (1，396トン)を支援船として運用を

開始した。同船は 1984:9三に漁業練習船として竣工し

大型ウインチや Aフレームなどの重量物を引き上げる

設備は有していない。 2010年 3月 10日に北海道南西部

で実施した初潜行では運用の手Jlli'tとビークルおよびラン

チヤの動作確認のために水深約 50mの浅い深度での潜

行を行った。潜航は， まず前方甲板(以下，甲板)から

デリックを用いて合体したランチャ/ ビークルを吊上

げて海面まで降ろしその後，ランチャに連結してい

るロープ(テザック社製ナイロンダブラーローフ¥ 直

径 14111m，規格強度約 5.5トン)を左舷の舷側に取り付

けた二本立てのビット(直径 14cm，高さ 40CI11，中心

間隔 40cm) に“8の字"に掛け，徐々に人力でロープ

を緩めながら海中へと伸出させた。一次ケーブルは，甲

板右舷側に固縛したケーブルドラムから繰り出しロープ

の繰り出しに合わせてケーブルに 25m毎に装着された

カラビナを掛けながら伸出させた。大きな問題なく海底

付近に達し， ピークルをランチャから離脱させて海底の

探査を行った。船上からのジョイスティック式のコント

ローラによるビークルの操作性は非常に良く.遊泳する

魚類を追跡しその遊泳行動をハイビジョンカメラに

よって鮮明に観察することができた(写真 2)。浮上時

には，Ej3板左舷に設置された押付型ネッ トホーラ ー(鈴

木鉄工製 STH-200K) を用いてロープを巻き上げた。浮

上するにつれてケーブルとロープとの複雑な絡みが何ヶ

所も発生し絡みの解消と回収に困yJftを要した。これら

の絡みは偶然発生した可能性も考えられたため，同 3月

15日に絡みの対策をせずに同じ運用方法で同海域付近

の水深約 800mの海底探査を行った。潜行は順調に進

み(潜航速度約 16.1m/min)約 48分後に水深 775mの
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写真 2.HUBOS-2Kに搭載されたハイビジョンカメラによる
アンコウの遊泳行動の観察。水深は 50lTIo 

海底に到達することができた。海底探査の後に南!f底した

が，前潜行と同様にロープとケーブルとが何箇所も複雑

に絡んでおり，ランチャをローフ。で、垂下する方法の問題

が明らかになった。絡みの発生する原因は状況から推察

すると，カラビナが移動してケーブルが所々で、張った状

態となり，これにロープのヨリが戻りケーブルを巻き込

んだ，また，同様にカラビナが移動してロープ連結部の

シャツクルに固定されてロープのヨリが戻りケーブルを

巻き込んだ等の可能性が考えられた。そこで，カラビナ

の移動を制限しさらにロープの回転がカラビナに伝わ

るのを防ぐ“カラビナ・ストッパ.. (以下.ス トッパ 図

1 (29)) を考案した。この器具は上下部が半球形となっ

た俵状をしており，縦に開閉してロープに装着する。カ

ラビナはロープ上のストッパを通り抜けることができ

ず，またカラビナがストッパの上・ 下部に接触してロー

プのヨリが戻った場合でも，カラビナが滑りケーブルの

巻き込みを防止する。オモリとロープおよびケーブルを

用いた予備試験ではストッパを 50-100m間隔で装着す

ると効果が認められた。同年 12月に襟裳岬沖の陸棚斜

面で実施した潜航では，ストッパの装着間隔を 50m区

と 100m区に分けて行い，実運用における効果的な装着

間隔を調べた。 カラビナは 50m毎にロープに掛け，こ

れまでと同じ直径 14111mナイロン製ダブラーロープを

用いた。このロープは伸び率が高く(規格強度時の伸び

率約 23%に船体の動揺などで大きなテンションがかか

ることも考慮し，ロープに対してケーブルを約1.3倍の

割合で仲出させた。ストッパを装着 しながらの潜航は順

調に進んだがケーブルをほぼ出し切った状態(ケーブル

長 2，375m)で水深 2，036m (41
0

06.9'N， 143
0

11.4'E) に着

底した。着底11寺のロープ長は 1.828111でロープの伸び率

は約 11%であり，想定の伸び率よりも小さかった。 ま

た着底までに要した時間は 2時間 53分後 (潜航速度約

11.8 m/l11in)であった。離底後，浮上途中で、の絡みは大

111面に減少したが，ストッパ間隔が 100111の 3カ所で複雑

な絡みが発生していた。向!f底から甲板上に回収するまで

に要した時間は 2時間 18分後 (浮上速度約 14.8m/min) 

であった。

本運用からカラビナは 50m間隔の装着が効果的で。



さらにケーブル長を有効に使用するには低伸縮のロープ

を用いることが必要と考えられた。そこでストッパの

装着を全区間において 50m 間隔で装着し伸び率が小

さい超高分子量ポリエチレン製ロープ(ニチモウ社製

MegatonX，直径 14mm，規格強度約 10.9トン，伸び率

3-4%) を用いた運用を 2011年 7月 17日には相模湾に

て実施した。本潜航ではケーブルをロープに対して1.05

倍で伸出し，ストッパの装着は全区間において 50m間

隔で装着した。さらに，カラビナの両方向の移動を制限

するために適宜にカラピナの上下にストッパを装着し

た。潜行は，これまでと同様に順調に進み 1時間 28分

後(潜航速度約 14.0m/min) に海底(緯度 35'03.4'N，経

度 139'25.0'E，水深 1，235m) に到達した。 ビークルに

よる海底探査の後にロープを巻き上げて離底した。浮上

時にはケーブルのたるみや張り，さらにロープへの絡み

はほとんど認められず 1時間 3分後(浮上速度約 19.6

m/min) に甲板上に収容した。本運用法(図 2) により

本システムの運用法は実用レベルに達したと考えられ

る。

ケーブルドラム・コントローラ、

端
ス

方
ナ

下
ビ

上
ラ

の

力
ナ
た

ビ
し
パ

ラ

着

ツ

力

装

ト

ー
ー
「
」

/二次ケーブル

旧日日配羽山口 四位lビークル

.・4212555S535332P南町百万円相丹市耳12122222

3222iiiii海底 iiiiiiiiiii揺
を344444414F414FFFF414FF414141414141444ι64Pι4

図2. 構築した HUBOS-2Kの運用図。伸縮性の低いロープを
用い，カラビナストッパを 50m毎にロープに装着して
いる。さらに，ストッパを適宜にカラピナの両端に装着
して上下方向のカラビナの移動を制限している。

おわりに

本研究では，ロープとケーブルとの絡みを軽減させる

ストッパと低伸縮のロープを用いることにより特殊な装

備のない船舶においても手作業により 2，000m までの探

査を可能とした。現在， 日本近海において学術調査で活

躍する独立行政法人海洋研究開発機構の ROVハイパー・

ドルフイン (http://www.jamstec.go川 laboutlequipmentlshipsl

hyperdolphin.html) は3，000m までの探査が可能であるが，

大型であるために専用設備を搭載した支援船が必要と

なっている。HUBOS-2Kはハイパー・ドルフインの最大

探査深度まで潜行できないが，おしよろ丸だけではなく，

他の大学の練習船や調査船などを用いて，陸棚から陸棚

斜面域，また，海山や堆周辺をフィールドとする水産分

野をはじめ多くの研究で十分に活用することができると

考えられる。また，その際には既存の設備をどのように

使うのか，人員の配置，役割分担などを船側と綿密に打

ち合わせを行い，士官のみならず乗組員とも情報を共有

し綿密に打ち合わせすることが極めて重要である。
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定置網の垣網の網成りを良好に保つための立碇の|硝酸塩センサーを用いたノリ漁場栄養塩モニタリ

効果 |ング

辻俊宏・酒井秀信・石戸谷博範 |高木秀蔵・清水泰子・阿保勝之・柏 俊行

定置網の網成りを良好に保つための伝統的手法であ| 近年，備讃瀬戸では i容存態無機窒素 (DIN)濃度の

る立碇の効果を能登半島東岸の定置網で検証した。 垣|低下に伴うノリの色落ちが頻発している。同海域のノ

網網裾の深度と 20m 深の流向・流速を，立碇ありとし|リ漁場において，硝酸塩 (N03-N) センサーによる DIN

て 143日，立碇なしとして 231日間観測した。立碇あ|モニタリングの可能性を検討した。ノリ色落ち時期の

りの網裾は，立碇なしに対して約1.6倍の流速に達する IDINの主成分は N03-Nであり， N03-NとDIN濃度はほ

まで離底しなかった。さらに，立碇ありでの網裾の吹|ぼ同じ値を示したo N03-Nセンサーと実測値の聞には

き上がり距離は，逆流 15cm/s・}II貢流 20cm/s以上の時， I相闘があり (r=0.86)，y=0.81 xx-3.3 (P<0.05， y; 

立碇なしに比べ3.5~ 15.2 m小さかった。しかしながら， I実測値 x;センサー値)の関係がみられた。塩分の低

流速 25cm/s以上では，立碇の有無に関わらず垣網は大|下に伴ってセンサー値は上昇し，河川水の間欠的流入

きく吹き上がった。以上のことから，立碇は流速 15~ Iによる N03-N濃度の変化を捉えていた。本海域をはじ

25 cm/sの時に最も効果的に機能していると判断された。|めとした沿岸海域においては， N03-Nセンサーを用い

水産技術， 5 (2)， 15ト158，2013 IたDINモニタリングが可能で、あることが分かつた。

水産技術， 5 (2)， 159-163， 2013 

閉鎖循環システムを用いた低塩分条件下でのトラ|バッテリー駆動による 2000m級小型 ROVの開発

フグ量産飼育 |と運用法の構築

片山貴士・森田哲男・今井 正・山本義久 山本潤・岩森利弘・星直樹・阿部拓三・

坂岡桂一郎・亀井佳彦・高木省吾・

閉鎖循環システムを用いた実用規模の低塩分条件下|沼本修・阪幸宏・桜井泰憲・

でのトラフグ量産飼育を試みた。本試験では 20kQ水|末同和久・有村博紀.i，度遺日出海

槽を用いて，塩分 16psu(50%海水)と 32psu (100% 

海水)で日齢 35まで飼育し， 16 psuでは全長 17.4mmで 本研究では支援船に大型特殊な設備を必要とせずに

12.5万尾， 32 psuでは 16.3mmで、 15.0万尾と，合計27.5I運用が可能な 2，000m級小型 ROVシステムの開発と運

万尾(生残率 42%)生産できた。この結果は，従来の|用法を構築した。本システムはランチャ内に搭載した

かけ流し式流水飼育の量産事例と遜色なく，国内初の|リチウムイオンバッテリからビークルとランチャに電

事例である。本種の低塩分の成長に及ぼす効果は，日|源を供給し，またランチャをロープで垂下することに

齢 28からおの聞にみられ始めたと推察され，この結|より汎用の設備による巻上/下げで潜航/浮上が可能

果は過去の知見を支持した。 Iとなっている。当初の運用ではランチャに接続する一

水産技術， 5 (2)， 165-169， 2013 I次ケーブルと水中の荷重を支えるロープとに複雑な絡

みが発生したが，絡みを軽減させる器具と低伸縮のロー

プを用いることにより解消しその運用法を確立した。

水産技術， 5 (2)， 171-174， 2013 

- 184一

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

