
1



目次

2

Ⅰ.会社概要 ３

Ⅱ.関東農政局土地改良技術事務所農業土木展示室の展示 ６

Ⅲ.水中ドローン（ＲＯＶ） ８

Ⅳ.航空ドローン（ＵＡＶ） １５

Ⅴ.ストマネにおけるドローン（ＲＯＶ/ＵＡＶ）の技術進展の期待 ２２



3



4

Ⅰ.会社概要

■会社名 ：エースコンサルタント株式会社
■創立 ：1999年10月1日
■事業内容：コンクリート構造物の劣化、機能性及び耐久性調査診断業務

上下水道施設等の設計・管理
前各号に付帯する一切の業務

■所在地 ：本社・西日本事業部
〒673-0028 兵庫県明石市硯町3丁目4-7

TEL：078-920-2251 FAX：078-920-2253

■所在地 ：東日本事業部
〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目36-12

エスプリ亀戸10F
TEL：03-5628-5556 FAX：03-3637-5333

HOME PAGE YOU TUBE

■URL：https://www.ace-con.co.jp/

■お問い合わせ：info@ace-con.co.jp
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コンクリート構造物の調査・診断を行っております。
対象構造物は上水・下水処理場・人孔・管渠・農業用水利施設全般(水路、排水機場等)・海岸施設等

Ⅰ.会社概要
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Ⅱ.関東農政局土地改良技術事務所 農業土木展示室への展示

農業土木展示室

弊社ブース

■エースコンサルタントでは、農業土木分野に導入されつつある航空ドローンや、
自由に潜水・潜航しながら撮影などの作業ができる水中ドローンを活用し、
施設点検や機能診断等の更なる省力化・効率化に向けて取り組んでおります。

■今回、農業土木展示室に「水中ドローン(ROV)を用いた農業水利施設点検」と
「航空ドローン(UAV)を用いた農業水利施設点検」の二つのパネル及び

水中ドローンの機体（模型）を展示しています。
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（参考）農業土木展示室に展示したパネル



■水中ドローンの構造と操作
・構造 ：テザーケーブル(操作信号/映像の伝送)にて、機体とコントローラー(プロポ)を物理的に接続。
・制御 ：機体にはフライトコントローラー(制御装置)、ジャイロコンパス(角速度)、

圧力センサー(水圧/深度計測)、推進機(スラスター)等にてコントロール。
・映像 ：カメラとLEDライトを搭載し、ケーブル経由にて手元のコントローラーで映像確認が可能。
・外部出力 ：第三者でもコントローラーと外部モニターを繋ぐことにより、リアルタイムにて、

深度/方位/機体傾き等の情報やカメラ映像の確認が可能。
・データ保存：取得データはMicroSDカードなどに保存可能。
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■水中ドローンとは
・自由に水の中を潜水・潜航しながら撮影などの作業ができる水中ロボットの一種で、

小型のROV（Remotely Operated Vehicle）を指すケースが多く、日本でもここ2〜3年で産業利活用が
進んでおり、期待されるのは潜水士の代替やサポートと言われております。

※知床の沈没事故にて、船や人命の捜索等の救助の一端を担ったのは、大型のROVになります。

例）機材一式 俯瞰映像 プロポ

Ⅲ-1.水中ドローンとは



①農業水利施設の劣化等の機能診断については、
施設を空水状態にしやすい、非かんがい期間
において、調査員が施設を近接目視し、
その変状を定量的/定性的に評価することが
原則とされている。
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■農業水利施設における、基本的な水中ドローン活用の考え方

③このような施設の調査・点検に水中ドローンの活用
が期待されます。

②しかしながら、農業水利施設の中には
頭首工の堰柱などの普段水中にある施設、
サイホンなどの空水にしにくい施設や
小口径のパイプラインなどの人のアクセスが困難で、
目視調査を行えない施設がある。

農業水利施設のイメージ図

Ⅲ-2.農業水利施設と水中ドローン



②自由自在な動きが可能

・水中ホバリングしながら
全方位(XYZ軸)撮影可能

・任意の角度で深度ロック、
角度ロックが可能

※頭を水上に出し、気相部の撮影も可能

⑤水中での作業性向上

・ロボットアーム搭載

・最高10kgまで引き揚げ可

・握力は約5kg

③明るいLEDライト搭載

・4000ルーメンのLEDライト

・画像鮮明化プログラミングにより、
水中の本来の色を再現

④広角及び高画質カメラ搭載

・1/2.3” SONY CMOSセンサー、
166°FOVワイドアングルレンズ

・静止画：1200万画素

・動画：4K

⑥バッテリー稼働と給電稼働

・バッテリー稼働：最長稼働時間6時間
※上記はメーカー発表だが、

実際は2時間程度

・給電式：実質無制限
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Ⅲ-3. 水中ドローンの特徴

■弊社所有のFIFISHシリーズ(V6S)の主な特徴

①機体サイズ

・大きさ：383 ㎜× 331㎜× 143㎜

・重量：3.9 kg

・ケーブル長：100m〜200m

331mm

383mm

143mm
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Ⅲ-3. 水中ドローンの特徴 参考）撮影静止画

水門＆コンクリート(水中) 気相部写真

水中(壁面)写真 水中(配管)写真

■参考静止画



②ARスケーラー①レーザースケーラー
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Ⅲ-3.水中ドローンの特徴 参考）FIFISHシリーズ簡易計測

■簡易計測
・上位機種(V6 PLUS)では、照射幅約12㎝のレーザースケーラー及びARスケーラーの利用により、

大まかな変状箇所のサイズ（幅、長さ、面積）の計測が可能

【面積算出】
・縦10センチ×横10センチの□の数を利用しての算出が可能

例) 縦：2コマ(20cm) 横：3コマ(30cm)

【長さ計測】
・対象物との距離を測距センサーで検出し、画面上の仮想スケール

が自動で拡大/縮小しながら、適切なサイズにて計測が可能。

照射幅 約12cm
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①事前調査（図書/補修履歴）

②現地踏査（必要に応じて）

③調査計画

④現地調査

⑤報告書作成

Ⅲ-4.水中ドローンによる施設の点検フロー

■水中ドローン点検の主な特徴

・運転を止めない調査 ：施設の運転を停止することなく、安全で衛生的な調査実施が可能

・予算や状況に合わせた調査：水抜き費用、仮設足場費用等が掛からない調査実施が可能

・診断技術者による操縦 ：ドローン操縦業者ではなく、構造物調査技術者が自ら操縦を実施

操縦補助者 操縦者

現場指示者
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①安全性の向上

②作業のコスト削減

③作業性の向上

④取得データーの品質向上

⑤顧客満足度の向上

潜水士における水質懸念がある場所
(狭所/危険個所含)での作業代替

潜水士が対応出来ない箇所(狭所/危険個所)等
への対応が可能

HDMI接続により、立会者との撮影映像の
リアルタイム確認が可能

機種によっては姿勢固定 及び 水面から
カメラ面を外に出して気相部撮影が可能

施設供用中(運用中)でも調査が可能
調査の為だけの水抜き作業が不要

①法規制が存在しない

関係部局を含め、色々と手探りにて確認しな
がら利用する必要がある

②原則、水中にはGPSが届かない

位置情報を捕捉するには、水中測位システム等の
導入が必要。※利用には諸条件が合致する必要有

③水質の濁度の影響が大きい

4Kカメラであっても水質が悪ければ、綺麗に撮影
ができない。※近接撮影であれば対応可能な場合も有り

④テザーケーブルが障害物に絡まる懸念

梁、タラップ等にケーブルが絡まると、機体回収が
困難になる。※最悪、潜水士に依頼することも

⑤航空ドローンよりやれることが少ない

施設の変状状況は定性的評価にならざる負えない

Ⅲ-5.水中ドローンの利用に伴うメリットと課題

■メリット■ ■課題■
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■航空ドローン(UAV)とは
航空ドローンとは、Unmanned Aerial Vehicle（UAV）とも呼ばれ、マニュアル操作による

「手動飛行」やプログラムによる「自律飛行」が可能な小型無人航空のことである。
近年、比較的容易に、かつ安価に空中写真撮影や動画撮影を行うことが可能となり、
様々な分野でその利便性や機動力を生かした利活用が進められている。

■航空ドローンの機器構成
・構造 ：機体と操縦装置を無線にて接続
・制御 ：ジャイロセンサー、加速度センサー、気圧センサー、コンパス、GPS、

ビジョンセンサー、赤外線センサー等を用いて、安定飛行を実現
・映像 ：無線にて操縦装置へ送信
・外部出力 ：第三者でもコントローラーと外部モニターを繋ぐことにより、リアルタイムにて、

カメラ映像の確認が可能
・データ保存：取得データはMicroSDカードなどに保存可能

Ⅳ-1.航空ドローンとは

例）UAV機体(DJI社製) 例）操縦装置(プロポ)



①全国に、ダムや排水機場などの基幹的な農業用の施設は
約7,600箇所、基幹的な水路は約5万km整備されているが、
最近、これら農業水利施設の⽼朽化が課題となっており、
更新を必要とする施設が増加しているのが現状のようです。

■農業水利施設における、基本的な航空ドローン活用の考え方

④よって、このような施設については、航空ドローンの活用
が期待されます。さらに航空ドローンでは、俯瞰にて撮影し、
取得された点群データより、三次元データを復元することも
できる為、沈下や傾きなどの施設全体の変状把握にも
利用できます。

②このため、予防保全の手法を取り入れた施設の長寿命化対策
として、施設機能を効率的/経済的に維持をする、
「ストックマネジメント」が多く実施されております。

③そんなストックマネジメントの起点となる施設点検の多くは、
目視、打音検査、測量等で行われますが、農業水利施設の中
には、そもそも人のアクセスが困難な場所や、測量では十分な
情報が得られないケースも多々見受けられます。

■航空ドローンの活用が
期待される調査対象施設例

①ダム：コンクリートダム堤体の
下流面、洪水吐

②頭首工：堰柱、管理用道路、
建屋外壁

③開水路

④調整池：調整水槽外壁

⑤ポンプ場：建屋外壁

⑥水管橋：上部工、下部工

Ⅳ-２.農業水利施設と航空ドローン
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②可視光カメラスペック

・センサー：1/2インチ CMOS

・デジタルズーム：32倍

・最大静止画サイズ：4800万画素

⑤正確な測位制度

・RTKモジュール対応
※cmレベル精度の測位が可能

③赤外線カメラスペック

・熱解像度：640×512 
@30Hz(フレームレート)

・温度測定精度：±2℃

・デジタルズーム：16倍

④検知システム

・全方向障害物検知
※左右／上下／前後の方向で検知

⑥軽量かつ携帯性に優れる

・機体は折りたたんで収納可能

・1分以内でセットアップ→離陸可能
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Ⅳ-3.UAVの特徴 〜 Mavic 2 Enterprise Advanced 〜

■弊社所有のMavic 2 Enterprise Advanced の主な特徴

①機体サイズ

・大きさ：322 ㎜× 242㎜× 125㎜

・重量：909g

322mm

125mm

242mm

例）前方ビジョンセンサー



■可視光撮影及び赤外線撮影について

・可視光撮影：施設のひび割れ、鉄筋露出等の
変状点検が可能

・赤外線撮影：表面温度の分布を測定し、
浮き（剥離） と漏水部の検出が可能

※諸条件(天候、日当たり、温度上昇スピード等)によります

Ⅳ-3.UAVの特徴 〜 Mavic 2 Enterprise Advanced 〜

■SfMソフトの利用

・一定の限界はあるが、SfMソフトウェアを
用いて、UAVで撮影した写真や動画から、
変状箇所（ひび割れ、欠損等）平面規模（範囲、

長さ等）を定量的に検出することが可能

※SfM：撮影された複数の写真画像から被写体の
三次元モデルを生成する技術

例）オルソ画像＋損傷図赤外線/可視光撮影が同時に可能
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ピクセル単位にて解析可能 例）3Dモデル
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■「IBIS」の特徴

・サイズ：191×179×54mm

・重量：185g

・連続飛行時間：約8分

・生産：日本製

・カメラ性能：超高感度カメラ(STARVIS)搭載

・防塵性能：防塵モーター搭載

・最小サイズの配管飛行実績：φ500mm

■点群/3Dモデル対応可能

・IBISで撮影した動画データを点群/3Dモデル(注)、オルソ画像(注)への変換により、

一定の限界はあるが、変状箇所（ひび割れ、欠損等）、平面規模（範囲、長さ）を定量的に検出可能

飛行風景

（注）
①点群/3Dモデル：三次元座標を持つ点の集合体のこ
とで、UAV による写真測量やレーザースキャナ計測
により作成される。

②オルソ画像：中心投影された写真画像は、写真の中
心から外周に行くに従って、構造物に傾きや歪みが生
じる。この歪みを修正し、平面図と同じく正射投影し
た画像を、オルソ画像という

Ⅳ-4.狭小空間専用ドローン「IBIS」/Liberaware社の特徴

■利用が期待されるロケーション

・頭首工、ポンプ場の建屋内部、暗渠（空水）、

トンネル（空水）、小口径（φ500㎜程度）の

パイプライン（空水）、暗渠（空水）、

トンネル（空水）、水管橋管路内（空水）

Φ300配管での飛行写真 点群/3Dモデル
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①事前調査
（図書/補修履歴/必要に応じて飛行の制約条件）

②現地踏査（必要に応じてテスト飛行）

③調査計画（作業計画/飛行計画）

④現地調査（UAV撮影/撮影データ確認）

⑤報告書作成
（SfMによる画像処理/機能診断）

Ⅳ-5.航空ドローンによる施設の点検フロー

■航空ドローン点検の主な特徴

・SfMソフトで3次元形状を復元：3Dモデルによる施設維持管理が可能

・予算や状況に合わせた調査 ：仮設足場費用等が掛からない調査実施が可能

・診断技術者による操縦 ：ドローン操縦業者ではなく、構造物調査技術者が自ら操縦を実施
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②作業のコスト削減/効率化の期待

③同じ作業を繰り返し実行可能

④データ化による解析の効率化

⑤危険作業（高所/狭小/有毒ガス）回避

自動航行による継続作業(撮影)が可能

GPSによる位置情報取得により、3Dモデル/
オルソ画像の作成可能。また、データの蓄
積より、経年劣化や過去との比較が可能

①各種法規制が存在し、自由に飛ばせない

例）航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、
個人情報保護法 民法207条、電波法、産廃法、
外為法、条例、海岸法、河川法、港湾法

②各種飛行禁止区域や飛行方法条件がある

例）空港周辺の上空、150m以上の空域、人口密集地の
上空(DID地区)が原則禁止、夜間飛行、目視外飛行、
物件との30m未満飛行、イベント上空等は原則禁止

③連続飛行時間が短い

一般的な機体の連続飛行時間は20〜30分程度である

④中国メーカーによるセキュリティの懸念

同じ技術搭載機体であれば、圧倒的に中国メーカー
が安いのが現状。メーカーは情報漏洩リスクを否定
しているが、国内では排除の動きもある

⑤墜落や衝突事故の可能性

各種センサーは付いているものの、墜落/衝突するリ
スクはあり、毎年100件程度の墜落や衝突等の事故が
発生している（国交省）

①人間（技術者）の代替としての利用

■メリット■ ■課題■

Ⅳ-6.航空ドローンの利用に伴うメリットと課題

技術者/後継者の不足業界での利用期待

足場設置不要による工期短縮にて、
調査費用の削減が可能

足場設置不要や危険個所での作業がなくな
り、人命へのリスクが低減
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Ⅴ.ストマネにおけるドローン（ROV/UAV）の技術進展の期待

■調査手法 及び 機体スペックの現状

〈水中ドローン〉
・水中ドローンの撮影データー(静止画/動画)は、水中の諸条件(水質、明るさ、反射、泡、汚れ・・・等)によって

大きく左右される為、陸上にて撮影されたデーターよりも損傷個所判断は難しいとされます。

・しかしそんな中でも、大き目のひび割れや鉄筋露出の有無程度であれば、比較的判断しやすい部類に入りますが、
ひび割れの幅や長さ等の計測を伴う定量的評価は困難とされます。

※上位機種に搭載されている、ARスケーラーやレーザースケーラーという技術を用いれば、
長さについては大まかな計測が可能な場合も有ります。

〈航空ドローン〉

・一方航空ドローンにおいて、市販の画像処理ソフトを利用した損傷個所の定量的評価については、

年々検出精度が上がっているものの、カメラ側のスペック、設定パラメータ、撮影方法、
また、対象物の条件(明るさ、汚れ、仕上げの有無、形状・・・等)にも大きく左右される場合がある為、
100％の精度で検出することが難しい他、引き続き人間の手で確認及び調整する必要があるのが現状です。

〈まとめ〉

・このように近接目視と比較すると、水中/航空ドローン共にまだ課題はあるものの、これまで点検が困難だった
施設の点検が容易且つ早期に実施できます。このことから、早期に適切な機能保全の策定が求められているケース
では、水中/航空ドローンの活用が有効であると考えられます。

■ドローンの技術進展への期待
・令和3年3月に閣議決定された、土地改良長期計画において、「施設の点検や機能診断等の更なる省力化・高度化を

図るため、ドローン等のロボットや AI 等の利用及び状態監視技術に関する研究開発、実証調査を引き続き推進して
いくことが重要である」とされております。

・こうした農水省の政策を受けて、引き続きドローンを活用したストマネ技術が一層、進展することを期待しております。
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