
4-(2)-1  効率的な維持管理に向けた取付管調査機の小型化の検討 

 

計画調整部技術開発課 須藤 賢 

 
１．調査の目的 

現在、東京都２３区内の下水道管きょの 13%にあたる約 2,000km が法定耐用年数の 50

年を超えている。特に都心部の管きょでは 8 割以上に該当し、管きょに付随して建設され

た人孔及び桝も同様の傾向である。老朽化した管きょは、破損により道路陥没を発生させ

るなど、さまざまな維持管理上の問題を引き起こすことから、定期的に調査・補修工事を

行っているが、それ以外の緊急の補修工事が、平成 15年度には年間 2千箇所発生している。

特に、道路陥没の原因の多くを、桝と管きょを接続する取付け管が占めていることから、

取付け管の調査・補修が局の重要な課題となっている。 

現在管理部門で使用されている調査機は、桝側から調査するテレビカメラタイプであり、

能力的には十分な性能を持っているが、次のような課題が指摘されている。 

(1) カメラ部分は小型であるが、システムとしては依然重くかさばり、高齢化している

職員の負担が大きい。 

(2) 調査時には交通誘導も含め３人以上の出動が必要となり、今後職員数の減少による

負担の増大が懸念される。 

こうしたことから、より小型で取扱いの簡単な調査機が求められている。 

本件は、旧東京都産業技術研究所が民間企業と共同開発した、照明の電力削減に有効な

「同期照明」技術の活用による調査機の小型・軽量化の可能性について検証を行なったも

のである。 

 

２．開発対象 

２．１ 取付け管用調査機の小型化の検討 

取付け管用調査機は、カメラ部分は現状でもかなり小型であり、カメラ部分を小型化し

ただけでは、全体の大きさはさほど変わらないため、システム全体の小型化につながる手

法を検討する。 

 

２．２ 人孔用調査機の検討 

人孔は、本来人が入るための施設であるため、人間が中に入って調査することが可能で

あり、人孔用の調査機のニーズはないと考えられている。しかし、 

(1) 職員の高齢化により人孔に入ることの負担が大きくなっている。 

(2) 事前の有毒ガス調査とそれに伴う換気が必要で調査に時間がかかる。 

(3) 転落事故や人孔内での人災事故が発生する。 

(4) 錆付き蓋が開かない人孔や、駐車車両があるなど、調査が困難な場合がある。 

等の課題があり、こうした課題に対応した調査機であれば、ニーズがあると考えられるた

め、新たな観点で検討をおこなった。 

 

３．調査概要 

検討フローは以下のとおり。 



(1) 既存機器の検討 

(2) 採用技術の検討 

(3) 開発機器のコンセプト 

(4) 要素技術確認 

(5) 試作機製作 

(6) 試作機機能評価 

(7) まとめ 

 

４．既存機器の検討－取付け管調査機 

４．１ 現状機の分析 

現在各出張所に導入されている取付け管調査用カメラの機能を確認する。 

 

◇調査機種 ：Ｋ社 AS3630KS 

 

●デジタルビデオレコーダー 

調査状況記録装置 

●カメラ制御器（バッテリー内蔵） 

液晶モニターを消した状態で 

連続４時間〔カタログデータ〕 

（実際は１時間程度との事） 

●カメラケーブル 

φ9.3×30m 
●カメラ洗浄水 

カメラ部他の洗浄水 

ペットボトル２Ｌ×３本収納 

●台車 

カメラと制御器等をのせ現場での 

移動に使用。 

 
●カメラヘッド 
照明部は白色 LED を使用 
カメラヘッド部はコネクターで交
換可能 

 

●カメラヘッドのリングの脱着 
取付け管（φ150 程度）に挿入する場合 
補助リングを装着し、管の中央付近に 
カメラが来るようにして使用→φ50 ㎜ 
細い管に挿入する場合 
補助リングを外して使用→φ36 ㎜ 

取付け管調査機 



●挿入補助管 

カメラケーブル単体で取付け管内に押し込んでも曲がってしまい挿入できない。そのた

め、先端に１ｍ程度の強度の高い補助管を装着している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●撮影画像例 

デジタルビデオレコーダー       カメラモニター 

 
 

撮影画像は、液晶モニターで確認し、必要な場合、Ｓ社製のＶＴＲに記録する

（DIGITAL8）。ＶＴＲはモニター付でその場で撮影画像の確認が可能。 

 

●仕様 

撮像素子 1/4 ｲﾝﾁ CCD  25 万画素 

電源   DC12V（バッテリー内蔵） 

ケーブル 30m 

照明     白色 LED 24 灯 光量調整機構無し 

防水構造   防浸型防水構造 １気圧（ＩＰ６８） 

重量     １㎏ カメラ部のみ台車等含まず 

その他    画角 160 度 広角レンズ 

モニター   液晶 5.6 型 

画像出力端子 ２個 

 

４．２ 問題点 

(1) ケーブルが大きな容積を占めている。３０ｍあるため対応性は高いが、取付け管調



査の大部分は１０ｍ以内のことが多いと思われ、頻度を考えると短縮を検討したほう

が負担が減少すると思われる。 

(2) バッテリーの体積が大きい。消費電力の大部分は照明用である。 

(3) ＶＴＲの搭載により映像記録が可能であるが、撮影後見返して判定するのではなく

その場で確認するため、画像記録機能が必須とは言えない。機器は市販品を採用しコ

ストダウンを図っているが、ＶＴＲのモニターは画面が小さく、視認用の大型モニタ

ーが別途用意されている。記録時には、視認用のモニターとＶＴＲが離れているため、

操作性に難がある。 

 

４．３ 改良案 

汎用性を下げ、取付け管用途に特化することで軽量化する。 

(1) ケーブルを１０ｍ程度に短縮する。 

(2) 照明を低消費電力型に改良し、バッテリーを小型化する。 

(3) ＶＴＲを省略する。あるいは、モニターとして使用できる記録機器を採用する。 

一例として、最近普及してきた大画面型マルチメディアプレーヤーをあげる。ＨＤ

Ｄに１時間以上の高画質な映像を記録でき、画面を見ながら操作できるなど、操作性

が良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ ＨＤＤ搭載型マルチメディアプレーヤー 

 

全体を小型化することにより、台車の小型化あるいは省略が可能となる。持運び及び調

査も一人で行なえる可能性がある（誘導員を除く）。 

 

５．既存機器の検討－人孔用調査機 

５．１ 必要な機能の整理 

現在特定の調査機は無いが、コンセプトとしては、「人孔の蓋を開けずに内部を簡単に調

査する」機器とした。具体的な機能としては、 

(1) 人孔の鍵穴・空気孔から内部に挿入可能（１５㎜以下） 

(2) 壁面を撮影できる解像度を持つ 

(3) できるだけ広い範囲を撮影可能（効率化のため） 

(4) 防水型 

(5) 照明の無い人孔内を撮影可能 

(6) 高価で無いこと 

である。 



 

５．２ 市場製品の検討 

要求仕様に適合する、あるいは改造等の対象となるような製品がないか、市販の各
種用途の内視鏡を調査した。以下に、分野別の特徴と課題点を示す。 
(1) 医療用内視鏡（胃カメラなど） 

・極めて高価 
・映せる範囲（撮像画角及び撮影距離）が狭い 
・操作が難しい 

(2) ファイバースコープ 

・安価なものは解像度が低い 
・解像度が高い製品（石英製）は、非常に高価。 
・映せる範囲が狭く、広い範囲の探査には時間がかかる 
・調査員以外映像を見ることができない（カメラとの接続が必要） 

(3) ビデオスコープ（工業用内視鏡） 

・カメラヘッドが大きい（最低でもφ20ｍｍ以上） 
・防水対応していない製品が多い 
・フルセットでは大規模な装置であり高価である 

 
５．３ 問題点 
結論としては、それぞれ専門分野向けに優れた特長を備えているが、該当するよう

な機種は存在しなかった。不足している点は、 
(1) 光量不足 

(2) 撮影可能範囲が狭い 

(3) 防水性が無い 

(4) 高価 

(5) 解像度不足 

要求仕様を満たす製品が無い理由は、想定する用途が全く異なるためと思われる。
多くの小型カメラ（内視鏡）は、狭い空間で使用するために小型化されている。当然
撮影対象は近接したものであり、照明の光量は小さくてよい。防水型にすると、サイ
ズが大きくなりコストだけでなく、光学性能の低下にもつながるため、必要不可欠な
場合のみに対応している。人孔のような広い空間を撮影するには、光量を上げる必要
があり、大型化するだけでなく発熱も増大する。もし、防水型とすると密閉構造とな
り熱が逃げにくくなり、非常に困難である。 
 
５．４ 対応策 
(1) 現在の技術で、１５㎜以下のカメラは製作が可能である。 

(2) 人孔内を撮影可能な光量で照明しながら、発熱を抑える技術を採用する。 

 

６．採用技術 

着目した「同期照明」技術は、旧産業技術研究所（現 独立行政法人 産業技術研究セ

ンター）と㈱フジタ・ジャパンが「口腔内検査用カメラ」用に共同開発したものであり、

２００５年の東京都職員表彰の対象となっている（特許出願中 特願２００３－４１２５



３７号 固体撮像素子を用いた電子シャッター式カメラ用照明装置及び動画像の撮影方

法）。本技術は、撮像素子の持つ電子シャッター機能を利用している。 

 

６．１ 電子シャッター 

スチルカメラでは、通常レンズの開口量（絞り）と露出時間（シャッタースピード）の

組合せで露出を制御している。露出時間は、物理的に光が入る開口を開閉するメカニカル

シャッターと呼ばれる機構で制御する。一眼レフに使用されるフォーカルプレーンシャッ

ターやコンパクトカメラに使用されるレンズシャッター（絞りと兼用）などが代表的であ

る。フィルムカメラは基本的にメカニカルシャッターである。 

それに対しビデオカメラやデジタルスチルカメラなどは、銀塩フィルムの代わりに光を

電荷に変えるＣＣＤやＣＭＯＳといった撮像素子を使用している。撮像素子に蓄積した電

荷量から、映像データを作成する。電荷の蓄積開始と排出のタイミングは、電気的に制御

されており、このタイミングを変更することで露出時間を自由に設定することが可能とい

う特徴を持っている。これが電子シャッターである。蓄積時間を長くすればスローシャッ

ターとなり、短くするほど高速シャッターとなる。今回の試作機で使用したＣＣＤの場合、

最大１／１００００秒までの高速シャッターが可能である。ただ、画質上の問題があるた

め、デジタルスチルカメラでは、メカニカルシャッターが使用されており、携帯電話やト

イカメラ以外では、電子シャッターだけのカメラは一般的で無い。 

 

６．２ 同期照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 同期照明の原理 

 

現在、スチルカメラで一般的なストロボは、露光に必要な発光のみを行う照明である（旧

型や特殊なものを除く）。しかし、ビデオ撮影では、照明は一定の光量で点灯し続け、絞り

によって露出制御する方法が一般的である。このため、露出時間が短い場合、ほとんどの

時間、無駄に照明されていることになる。電力の浪費であるだけでなく無駄な発熱も発生

する。「同期照明」は、電子シャッターの露光時間に連動させ、照明を行なうことにより省

エネ、低発熱を可能とする技術である。 

通常露光

露出 発光

１コマ ２コマ ３コマ ４コマ ５コマ ６コマ ７コマ ８コマ ９コマ 10コマ

採用技術

露出 ･発光

１コマ ２コマ ３コマ ４コマ ５コマ ６コマ ７コマ ８コマ ９コマ 10コマ



ＣＣＤは光が当たると電荷が蓄積されるため、露光させる前に、蓄積された電荷をリセ

ットする必要がある。このため、ＣＣＤは一定時間毎に電荷を排出させる動作を常に行な

っている。連動は、この排出指令信号を検地して行なっている。排出指令信号の停止（＝

露光開始）を感知して発光を開始し、排出信号の再開（＝蓄積電荷の排出＝露光完了）で

発光を停止させる。（図２参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 電子シャッター制御の仕組み 

 

同期照明は、照明に使える白色ＬＥＤの実用化により可能となった技術である。通常の

光源は明るくなり光量が安定するまで時間がかかり、瞬間的には明滅させることはできな

い。ＬＥＤは消費電力や発熱が少ない上、立ち上がりが極めて早い。これまでは光量が小

さく近接して撮影する用途に限られていたが、技術の進展により光量が増大し、より広い

範囲のものでも使用できるようになってきている。 

この技術により 
(1) 不要な照明が削減されることで、消費電力が減り電源の小型化＝装置全体の小型化
が可能となる。 

(2) 照明に伴う発熱が減るため、発熱対策がしやすくなる。 

(3) 特殊な専用部品が不要であり、汎用品を使用した低価格な製品が可能である。 

 

とはいえ、家庭用ビデオカメラでは、電子シャッターで露出時間を変更することは通常

行なっていない。ビデオの場合、１秒間の撮影コマ数が決まっており、露出時間をあまり

長くすることはできない（高感度など特殊なモードを除く）。また、露出時間があまり短く

なる（＝シャッタースピードが速い）と、早く動くものも静止して撮影されてしまう。人

間の眼の分解能は１／３０秒程度が限界であり、早いものはぶれる方が自然に見えるため、

ブレの無い映像は不自然に感じられる。こうしたことから、通常は１／３０秒（正確には

約１／６０秒のインターレス）程度で露出時間を固定し、露出制御は絞りで行う。高速シ

ャッターは、ゴルフのフォーム解析のような特殊用途で使われている。本技術は露出時間

が短かくなるほど効果が大きいため、家庭用ビデオカメラではメリットは少ない。画質が

あまり問題とされず、常時照明を使うような用途に適している。絞りをつけることが難し

１コマ ２コマ ３コマ

電子シャッターの仕組み

露光時間

捨てられる電荷

使われる電荷

排出パルス

ＣＣＤの電荷



い小型カメラや監視カメラ・調査用カメラのような電子シャッターのみで露出制御をおこ

なっている製品には、極めて有効である。 

 

７．試作機の開発（人孔用調査機） 

技術の有効性を確認するため、人孔用調査機を試作した。試作機を人孔用としたのは、

市場に類似の製品が無く、新たな可能性が期待されること、撮影範囲が取付け管より広い

上、より小型にする必要があるなど条件が厳しいことがある。同期照明は広い場所では露

光時間が長くなり不利であるため、人孔で効果が確認できれば、取付管用途では更に有利

となる。必要性能としては、 

(1) 小型で携帯性に優れ、操作が容易で作業の効率化が図れる。 

(2) 開閉が困難な人孔蓋でも空気孔や鍵穴から挿入して内部を調査できる。 

(3) 通常の調査機と同等の解像度がある。 

(4) 安価で実用性の高い製品を目指す。 

 

克服すべき課題は、 

(1) 人孔蓋の開口部から挿入できるような小型でありながら、1ｍ以上離れた壁面を撮影

できる十分な光量を確保する。 

(2) 防水性を持たせながら、発熱の問題を解決する。 

(3) 消費電力を下げ、システム全体の小型化を図る。 

(4) できるだけ汎用品を使用し低コストとする。 

 

仕様は以下のとおり 
 項目 必要条件 摘用 
1 カメラの大きさ φ15ｍｍ以下 人孔及び桝の鍵穴を貫通できる大きさ 

人孔の鍵穴：約φ30ｍｍ 
2 照明の届く距離 1m 以上 ２号人孔（内径 1200 ㎜）をカバーする 
3 防水性 重要 下水中に水没する可能性あり 
4 挿入部長さ 4ｍ 取付け管用は 10ｍ 
5 軽量化・小型化 重要 職員が簡単に持ち運び可能な大きさと重

さで、一人で作業が行える 
6 カメラ機能 回転、首振り 人孔側部だけでなく、底部の確認が行なえ

る機構を備える。 
7 調査内容の確認

方法 
TV モニター リアルタイムで映像を確認し、録画可能 

 

８．試作及び動作確認 

照明装置、カメラ部、首振り機構などを試作し、要素実験を行なった後、各装置を仮組

みした試作機を製作し、実際の人孔で動作検証を行なう。 

 

８．１ 要素実験１－発光試験 

通常は一体となっているＣＣＤデバイスと駆動部を分離することで、カメラ部を小型化

する。特別仕様のＣＣＤは高価であるため、使用する汎用ＣＣＤが分離可能な構造である

必要がある。 

同期照明の原理に従って機器を接続し、光量の増減等、基礎的な動作確認を行った。 



○構成 

① 高輝度５Ｗ ＬＥＤ４灯 

② カメラ 

③ カメラコントローラ 

④ ＣＣＤ／ＬＥＤ同期回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．２ 要素実験２－照度及び解像力確認試験 

暗室実験室で、試作カメラのＬＥＤの照明能力と撮影能力を確認した。 

 

＜実験機＞ 

 

● カメラ構成： 

① 超小型ヘッド分離ＣＣＤカメラ 

② ９０度側視ミラー 

③ ＬＥＤ（日亜化 NCCW023×4 灯） 

④ ＣＣＤ／ＬＥＤ同期回路 

● 機器を接続、供給電流を調整しながら

照度試験を行う。 

● 被写体への照明到達の目視計測、LED

点灯時の消費電流、LED 発熱温度のデ

ータ採取を行い、装置の安全性を検証

する。 

 

 

 

 

 

 



＜撮影結果＞ 

 

 

● 照明下室内でのモニター映像 

● 撮影距離：約１.２ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

● 暗室でのモニター映像 

● 室内照明は全消灯、LED 照明のみで

撮影 

● 撮影距離：約１.２ｍ 

 

 

＜実験状況＞ 

 

 

● 照度（被写体ルクス）の確認 

 

● 撮影距離による LED 発熱温度調査 

 

● 近距離からのチャート撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な照明能力があることは確認できたが、撮影範囲が１ｍとなると、ほぼ連続点灯状

態となるため、ＬＥＤの発熱が大きくなり基盤温度が危険な水準となった。照明の効率化

や発熱対策がもっと必要であることがわかった。 

 

 

 

 



８．３ 試作カメラ能力試験 

形状は、現状の取付け管用調査機と同様のケーブルタイプとした。 

 

＜実験機＞トライアルカメラケース 

（小型 CCD カメラ＋プリズム、高輝度 LED 収納） 

 

● 完成品に近いカメラケースを製作し、前

回、照度及び映像実験を行ったブロック

試作機を内蔵した。 

● 想定どおりの撮影能力を保持している

か試験を行う。 

 

 

＜カメラサイズ測定＞ 

 

● カメラ部構成 

① 超小型ヘッド分離ＣＣＤカメラ 

② ９０度側視プリズム 

③ ＬＥＤ（日亜化 NCCW023×４灯） 

● マンホール蓋空気孔を貫通させるため

に、カメラケースの直径はφ15ｍｍ以下

とした。（実測：約φ13ｍｍ） 

● ＬＥＤ点灯実験 

 

＜簡易撮影試験の映像＞ 

 

 

● 撮影を行い、９０度真横の映像をモニタ

ーで確認 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



８．４ 現地撮影試験 

＜調査機種：実験 1 号機カメラ 

 

＜実験機＞（小型 CCD カメラ＋プリズム、高輝度 LED 収納） 

 

● 先端カメラ部にシリコンによって防水対策 

● マンホール鍵穴からカメラを挿入し、暗部で内部の撮影が可能かを確認 

● 挿入後、カメラを回転させ内部壁面全周を撮影 

● 挿入深度は最大 2ｍまで行った。 

 

＜試験映像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．最終試作品 
実験機での映像確認及び電気的検証が完了し、最終試作品を完成させた。 

 
・フレキシブルケーブルでコンパクトに収納できる 

 
 
・先端カメラ部、1.2ｍ先を照らしだす照度の確保と、防水構造及び発熱への耐久構造 

 
    

カメラヘッド部（φ13.5mm、防水加工を施す） 先端照明部（放熱効果を高めた） 
 
 
 
 



・最大照度を確保するための技術と効果について 
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LEDの同期点灯による効果

○LEDの発熱量減少
＞放熱板の小型化

LED取付け部分
温度上昇30℃以下

（LED接合面温度 80℃以下）

連続照明

LED光光光

熱

同期照明

LED

駆動
LED

光. 光.

熱

回路

従来のLED点灯

点灯

消灯
連続点灯

LEDの点灯タ イミ ング

点灯

消灯
1/60秒

1/200～1/12, 000秒

電子シャッターに同期した

○省エネ化
LEDを連続点灯した場合21w

同期点灯照明にすることで8w以下
＞電池の小型化or

長時間の撮影が可能

50×50mm放熱板必要

 

LED 照明同期回路基板をｶﾒﾗ駆動
ﾎﾞｯｸｽに組込む 

  
・操作方法 

  
＜首振り（90 度）機能とその操作方法＞ 
・ コントロールボックスのダイヤル部を引く
とカメラ先端部が一方向へ約 90 度屈曲する。 
但し、カメラレンズの向きは、常に湾曲外
側を向いている。（底部観察のため） 
 

 

 

 

  
 

＜回転（360 度）機能とその操作方法＞ 
・コントロールボックスのダイヤルを回すと、カメラ先端部が回転する。 



・完成キット 

 
 
● 完成品の機能についてのまとめ 
◇開発内容 ① カメラ先端部の小型化 

②  高輝度ＬＥＤ照明駆動・同期装置 
③  人孔内部全体を撮影するため、カメラ先端部分の回転及び首振り機構 

◇成果 ① ● 先端部の直径がφ13.5mm の小型カメラを製作した 
○ LED の放熱板を小型化した 
○ カメラの先端にプリズムミラーを取付け、照明軸と撮影軸を合わせた 

◇成果 ② ● LED の点灯を制御する電子装置を組込んだ 
○ カメラの電子シャッターに同期して LED で照明する。また、LED の焼損を

防ぐため、LED 点灯時間に制限（5msec）を加える安全回路を付加した。点
灯時間のデューティー比は 0.3 以下となり、撮影にとって無駄のない照明
が可能である。 

○ カメラ先端部分の温度上昇は３０℃以下で、LED の設計仕様を満足する。 
（LED 接合面温度８０℃） 

○ 照明に要する消費電力を半分以下に抑えた。カメラ全体の消費電力が、LED
を連続点灯させる場合（21W）に比べ、8W 以下となる。 

○ その結果、同じ容量の電池での撮影時間が約２時間となり、連続点灯した
場合の約１時間に比べ倍の時間撮影が可能となった。 
（実験使用電池：ニッケル水素充電池 12V 2.2Ah） 

◇成果 ③ ● 人孔内部をくまなく撮影することが可能となった。 
○ カメラ先端部分の回転（回転角 360 度）及び首振り（90 度）を手元で操作

できる機構を設け、動作を確認した。 



１０．結論 

本研究の結果、目的である廉価で簡便な人孔用小型調査機の可能性が確認できた。 

人孔の調査はこれまで、蓋を開けて人間が直接中に入ることが前提であり、調査機自体

が存在しなかった。人孔は人が入って管理するための施設ではあるが、蓋を開けることで、

臭気が漏れたり、蓋の設置バランスが崩れうまく収まらなくなった結果、ガタツキによる

騒音や、通行人が段差でつまずき怪我をするといった事態も生じている。入孔前に有毒ガ

スの濃度を確認したり換気を行う時間がかかるため、調査効率を上げるのが難しいという

問題もある。当局では作業者の高齢化により、蓋開けや入孔の負担が大きくなっている実

情もある。こうしたことから、使いやすく操作が簡単な製品であれば、こうした調査機の

需要は見込めると思われる。 

また、日常の維持管理だけでなく、震災時にも有効である。大規模な地震が発生すると、

人孔を点検し、異常があるものは応急措置を行なう。しかし、蓋のロック機構が普及した

結果、震災時に他都市からの応援部隊が、機構が異なる人孔蓋を開けられず作業できない

というトラブルが発生するようになった。こうした際は、本調査機を初期の判定用調査機

＜トリアージ・カメラ＞として活用し、異常の判明した人孔のみ開けて対処することで、

効率的に作業が行なえる。 

試作機は、５ｍもの長さのケーブルを運搬するため、円形で収納した方が、運搬しやす

いため、ケーブルタイプとした。しかし、試用の結果、人孔上部から差し入れた場合、カ

メラの撮影方向が直感的にわかりにくく、撮影位置を制御することが難しかった。２ｍ程

度あれば３ｍ程度の範囲まで撮影でき、多くの人孔で足りると思われることから、２ｍ程

度のポールタイプとしたほうが、使いやすいと想定される。 

 

＜最後に＞ 

本調査は、桝の取付け管用調査機の小型化の検証を目的としたものであり、当初は取付

け管用カメラの試作も想定していた。しかし、人孔用調査機の結果から、既存の取付け管

用調査機に技術導入すれば現状の撮影能力を確保したまま、消費電力の削減が可能であり、

システムの中で大きな体積を占めているバッテリーが小型化できるという有効性が明らか

であることから、あえて試作する必要性は少ないと判断し、研究を完了することとした。 

 


