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産業インフラにおけるマイクロドローン活用について…（1）

小柴　貴之㈱ウィズソル

1．はじめに

昨今、ドローン技術については発展が著しく、
撮影分野や測量分野などを中心に幅広く活用さ
れている。使用するドローンの機体の技術につ
いては、様々な機種が開発されている（写真１）。

産業用におけるドローン活用においては、社
会インフラ関係で最も現場導入が進んでおり、
短時間で広範囲のデータを収録できる手法とし
て今後も期待されている技術である。特に空撮
におけるデータ取得とデータ解析においては、
期待度が高まっている。しかし飛行体であるた
め、工事としての使用において落下リスクは未
だに０にはなっていないため、共用部（一般道
路上他鉄道等）の上空での飛行について各所轄
の考えにより許可されていないほか、法的には

航空法による規制があることが現状である。
近年のプラント施設を含む産業インフラにお

いては、行政のドローン活用における事例をも
とに連絡会議（総務省消防庁、厚生労働省、経
済産業省）により規制緩和と並行して、実証試
験などが実施されるようになり、安全性の確認
を行いながら適用範囲の拡大が進められている
状況である。

2．マイクロドローンの活用について

まずドローン技術を、非破壊検査の目視検査
として置き換えることを目的としている。目視
検査にて大きな問題点をユーザーと検査側で抱
えていたため、その解決にドローンの活用がで
きないかと考えた。

第一に、現状のプラント施設内における非破
壊検査においては、ここ数年の社会問題として、
人手不足が深刻になっていることから、高所や
閉塞的な暗所等アクセスに時間がかかるところ
へのドローンの適用により、目視検査における
非破壊検査員の必要人数を大幅に減らすことが
可能になるといえる。

第二に、高所作業等のリスクを低減すること
により安全的配慮が得られる。また、経験の豊
富な技術者が現地の撮影状況を、モニターを返
し共に確認を行うことができるため若い未熟な
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技術者の技術支援をすることが可能となる。
第三に、産業インフラ（工場内）における検

査付帯（足場）費用の大幅な低減と工程の短縮
が可能となり、作業環境が改善されることにも
期待される。

3．自社開発マイクロドローンの概要

適用するドローンは、自社開発ドローンであ
り、重量を200g未満に抑えたマイクロドロー
ンと呼ばれるものである。

マイクロドローンは、航空法においては200g
のため法的規制を現状は受けることがない。使
用する場所の地権者が許可している場合、手続
き等なく飛行できるのが最大のメリットとな
る。その他、実務においては、通常サイズのド
ローンでは通れない狭い環境などで最大の効果
を発揮する。

また、重量が軽いため万が一衝突した場合で
も、危険性リスクが少ないこともメリットとな
る。搭載しているバッテリーについてもスマー
トフォンのバッテリー容量の1/5となっており、
引火性はとても低いものを採用している（写真
２）。

＜マイクロドローン標準スペック＞
◦重量：約20～120g（バッテリー含まず）
◦サイズ：65～115mm
◦プロペラ ：31～41mm
◦ 内蔵機能 ：ペラガード、高輝度LED4K／

HD360度撮影、金属タンク等専用電波対
策、デジタル映像転送、業務用VTX搭載

（業務開局済、パイロット登録済）
◦ 使用無線：飛行体2GHz帯（2.2～2.8GHz）
　 FPV※（ゴーグル）5GHz帯（5.7～5.8GHz）
◦バッテリー：3.7～14.4V/370～650mAh
◦ 最大飛行距離：屋外400m、内部点検80m 
（障害物のないネットワーク可能距離）

◦最大速度：8～30m/秒
◦最大飛行時間：５～７分
◦最大飛行高度：30～100m

自社開発機と既製品ドローンの違いとして、
無線反射波を受けづらいこと、マニュアル完全
操作のためセンサー各種の誤操作がないことが
あげられる。

鋼構造物における無線の反射は、鋼材構造物

写真２　マイクロドローン

写真３　マイクロドローン装置構成

※ FPVとは「First Person View（ファースト・パーソン・
ビュー）」「一人称視点」のこと。
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の特徴として概ねが、断面形状が円状になって
おり1m ～数十mと閉塞的な空間となっている。
鋼材は無線を透過しないほか、無線を屈折反射
させる。そのため、断面系が小さいほど・鋼材
に近づくほど無線が妨害され操作ができない言
うなればノーコンとなる。

既製品では使用周波数が固定されているた
め、適用した場合は、ノーコン状態もしくは、
墜落の原因となることがある。

安全に適用するためには、無線使用GHz帯を
機体設定時（現地におけるキャリブレーション）
において、ある程度制限し最適な環境で飛行で
きる状況の確認を行ったのちに、実務として目
視検査を行っていく。すると、コントロールが
効かないことが生じない。

また、完全にマニュアル飛行となっているた
め、センサーをすべてカットしている状態にて
目視点検をしている。市販品のように自動ホバ
リング他、衝突防止機能もないため一見、安全
装置がないと危ないと思われるが、基本ドロー
ンの使用は空撮を目的としているため、鋼構造
物のような無線・GPS・赤外線・ブルートゥー
スを遮断してしまうだけでなく、鋼材において
は反射して誤作動してしまう環境での使用は、
考慮されていないといえる。そのため、市販品
における機体は塔槽類での適用は、不向きとな
る。

当社の開発マイクロドローンは、安全性を配
慮しFPVゴーグルでの操縦を採用している。

FPVはドローンで空撮した映像を、リアル
タイムに見ることができる機能で、まさに自分
がドローンのコックピットにでも乗っているか
のような視野が確認できるゴーグルである。

FPVゴーグルを使用すると、ゴーグル内モ
ニターにバッテリー残量と無線の効率（％によ
る無線透過率）が常に示される。そのため、バ
ッテリー切れや通信遮断による墜落の防止に繋
がる。その他、機体が対象物の裏側に入り、直
接目視確認できない状況下であっても安全に飛

行することが可能となる。
「プラントにおけるドローン活用事例集」石

油コンビナート等災害防止３省連絡会議（総務
省消防庁、厚生労働省、経済産業省）の活用
状況においても、リスク対策として、飛行可
能最大風速10m/s、GPSによる飛行ルートの設
定、通信遮断時等の自動帰還、障害物自動回避、
GPS・センサーによる自律飛行などの機能・性
能を持つ、信頼性の高い機体の選定が各所に盛
り込まれている。

省庁と産業インフラユーザー（石油精製・化
学工場）は、安全性の配慮における実証実験を
重ね適用していきたい意向が確認できるといえ
る。

ドローンを使用した企業は近年増加傾向にあ
り、数百社を超えている。しかし、事業主の求
めるニーズにより、異なる多くの撮影が求めら
れるが安全性を含め実情とのマッチングがうま
くいっていないことが多いと考えられる。つま
り、一番の問題は適用事業主の求める点検とド
ローンの結びつきがマッチしていないことが挙
げられるではないだろうか。

非破壊検査員による目視検査としての観点で
のドローン採用は、今後も一つの大きな分野と
なり適用事業者とのマッチングに優れていると
いえる。一般的にすべての空撮に対応すると多
様なケースを想定する必要が出てくるが、目的
を絞ることにより、多くのリスク低減が可能と
なるだろう。

前述のとおり、当社のマイクロドローンは実
際200gと、とても小型で軽いため、基本の空
撮（高い高度）には不向きになる。しかし、装
置の鋼構造物内であれば、自然風の影響を受け
ず、GPS等の通信機能が遮断されるエリアにな
るため、GPSによる飛行ルートの設定、通信遮
断時等の自動帰還、障害物自動回避、GPS・セ
ンサーによる自律飛行などの機能・性能を持つ、
信頼性の高い機体の選定が必要なくなり、自由
に飛行ができる。
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4．マイクロドローンの適用実績

実際の撮影実績としては、石油精製の機器内
部点検、プラント施設の塔槽類や屋外タンクの
内外面の近接目視点検を実施した。その他、大
型電力ボイラー設備の炉内配管チューブ点検に
おいても実績がある。

実例での石油精製の機器内部点検、プラント
施設の塔槽類や屋外タンクの内外面の近接目視
点検・大型電力ボイラー設備の炉内配管チュー
ブ点検事例を詳細に以下に示す。
①　 機器内部点検、プラント施設の塔槽の事例
　 　約3mの内径の塔槽内点検時は、槽内に

各トレイや配管があり、接触せずに全面お
よび付属品点検を実施した。

　 　目的として、機器内面の損傷と付属品の
損傷が大きなターゲットとし目視点検を行
った。

　 　結果として、数プラント実施の内、損傷
箇所を見つけることが可能となった。その
検査結果により、損傷箇所の補修の計画・
資材のオーダー・詳細検査計画と大幅に工
期短縮に貢献することができた。

②　 大型電力ボイラー設備の
　　 炉内配管チューブ点検の事例
　 　非常に大きい大型ボイラーであり、実際

に点検したい箇所は、GL＋22.00mと限定
されていたため、現地までのアクセスが非
常に困難であり問題点として挙げられた。

　 　結果として、実務のドローン撮影を行う
前に、踏査し下部より22m上昇して点検す
るのではなく、付近のメンテナンスマンホ
ールから飛行することを計画した。それに
より、余分なバッテリーを消耗することな
く、短時間で撮影範囲を撮影することがで
きた。

その検査結果により、前事例同様に破損箇所
の確認後、適切な処理が行われ大きく工期短縮
となり、再運転となった。

ドローン適用実績における内部点検での課題
としては、無線の使用領域の選定とFPVゴー
グルにより、機体が見えなくても飛行できるこ
とが大きなカギとなることが分かった。

また、検査の依頼を受けた事前の詳細打合せ
の際に、非破壊検査員がドローンオペレーター
であると、見たい情報を打合せ段階で共有する
ことができ提供する検査データの確認時に相違
のない報告が可能となる。収集データ解析後に
ユーザーの得たいデータを確実に撮るために
は、リアルタイムで同じデータを共有すること
で、後に手戻り作業が防止できるよう対策する
ことが必要と感じた。

5．マイクロドローンの問題点

ターゲットを絞った分野での成功事例を多く
増やすことで、ドローンの各種におけるインフ
ラでの適用が可能になってくると考える。しか
し現状は、ドローンを飛ばす技術に長けている
技術者と、適用したい各工場主の依頼と、飛行
するドローン企業で点検項目の用途を理解しあ
えていないまま現地作業に入ってしまう問題が
あるのが実情である。

当社におけるドローンの活用についても、課
題が多くあるため以下に示す。
⑴　ドローン操縦技術の問題点
マイクロドローンは、軽く小さいため大型ド

ローンより相当なテクニックが必要となる。ま
た、完全マニュアル操作で安全センサー類を使
用しないため、技術者のテクニックが安全とい
えるまでの時間が非常に必要となる。少なくと
も900時間は訓練時間を設け、駆動ペラが一つ
止まっても安全な場所に着陸できる技量になる
まで、実際に検査での飛行をしないようにして
いる。

そのため、操縦士を複数量産することが難し
く、各現場の重複はまだできていない現状であ
る。
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しかし、安全性における信頼度が高いため一
度依頼をいただいたユーザーのリピーターが増
えてきている状況である。
⑵　営業展開の問題点
営業時は、一般的な映像にて展開を行ってい

るが、実績映像は各工場の施設特許等の問題で
流用が難しいため、書面における撮影技術を相
手に伝えることがとても難しい状況である。

適用された実績のない工場では各々意見が出
るため、適用に至らないことが頻繁にあること
が実情で、営業展開が困難であると言える。
⑶　安全性評価の問題点
安全面では、非常に厳しい部分が多く存在し

ている。ドローンにおいては、あくまで飛行体
となるため絶対落下しない保証がない。万が一
の場合は、リスクが最小限になる場所に着陸す
ることが一番の賢明な処置となる。

また工業内では、危険物を多く扱う工場があ
るため、防爆構造への配慮が必修となることも
ある。防爆構造になると、ドローンのバッテリ
ー等の動力源を覆うことは、物理的処置として
可能ですが、重量が加算し大型化してしまうこ
とで当社のマイクロドローンのメリットを失っ
てしまう。

他にも、駆動ペラの回転はモーターが主流だ
が、モーターの露出は、現状の防爆構造電気機
械器具について厚生労働大臣が定めた規格「電
気機械器具防爆構造規格」では適合実績がない
ため、防爆構造は実際のところ適合困難である
といえる。

6．おわりに：
	 今後のドローン展開に向けて

ドローンは、物流や農業等には先進的に適応
が普及され始めている現状で、各種インフラ点
検においても活躍が期待されていると考える。
実点検に適した基準及び規格が今後も整備され
ることにより、ドローン企業の確立も行われ、

用途別の操縦免許化になってくるのではないだ
ろうか。

よって、インフラにおいては空撮の観点によ
り目視検査が重要視されるため、静止画の評価
も求められることも増えてくると感じている。
以上により、飛行だけではなく映像評価につい
ても、目まぐるしい発展をしているIT技術を
取り込むことにより多くのデータ処理が実現
し、インフラ点検における主役になることが考
えられる。

今回の紹介は、マイクロドローンの適用につ
いて、インフラの中でも収束した範囲での紹介
になったが、今後は、非破壊検査技術として超
音波肉厚測定をプラスしたドローンでの点検を
開発し、更なるインフラ点検に貢献したいと考
える。
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