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１.	はじめに

　近年，小型無人機はその機動性から注目の的となって
おり，展示会では機体本体の紹介ばかりでなく，その特
徴を活かした活用事例が紹介されている。その一方で，
飛行場所や墜落などの問題が指摘され，航空法が改正さ
れるなど，規制強化の動きがある。
　本稿では，小型無人機の特徴と，インフラ施設点検を
含めた利用事例を示すとともに，小型無人機の今後の動
向について紹介する。

２.	小型無人機	
（UAV：Unmanned	Aerial	Vehicle）

　小型無人機などは航空法１）で無人航空機と定義され，
航空の用に供することができる飛行機，回転翼航空機，
滑空機，飛行船その他政令で定める機器であって，構造
上人が乗ることができないもののうち，遠隔操作または
自動操縦により飛行させることができるものをいう。ド
ローン（マルチコプター），ラジコン機，農薬散布用ヘ
リコプター等が該当する。また，機体本体の重量とバッ
テリーの重量の合計が200g 未満のものは「模型航空機」
に分類されるが，無人航空機の飛行に関するルールは適
用されず，空港周辺や一定の高度以上の飛行について国
土交通大臣の許可等を必要とする規定（第99条の２）の
みが適用される２）。

２.１　小型無人機の機体

　機体本体は翼の形状や推進機能により，表１に示すよ
うに大きく３つに分類できる。
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　回転翼機は垂直離着陸が可能であることから，滑空の
ためのスペースが不要であり，利用場所の制限が少ない。
また，ホバリングにより１カ所に留まって作業すること
ができる特徴がある。
　複数のローターを有するマルチコプターは，ローター
数を増やしたり，プロペラ直径を大きくすることで積載
可能重量を増加させることができる。
　また，GPS機能や各種センサー等により，計画した飛
行ルートを自動航行することが可能である。しかしなが
ら，ローター駆動動力を機体に搭載した蓄電池から供給
しているため，飛行時間は積載重量に依存するが，10～
60分と限定される。また，離陸してから作業場所までの
移動時間や作業終了後着陸場所まで帰還する時間を考慮
すると，実際に作業できる時間が制限される。そこで，
広範囲のエリア飛行と回転翼機の特徴である空中での停
止や低速移動を両立するために，固定翼機に複数のロー
ターを取り付けた試作機が公開されている。

２.２　小型無人機の使用上の制限

　2015年12月10日に無人航空機の飛行ルールが新たに導
入された２）。
　小型無人機について飛行許可が必要なエリアは下記の
３つであり，それ以外の空域は飛行可能である（図１）。
①空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
②人口集中地区の上空
③150 m以上の高さの空域
　人口集中地区の範囲などは，国土地理院「地理院地
図」で確認が可能である。
　また，飛行させる場所にかかわらず，小型無人機を飛
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図１　新たな無人航空機の飛行ルール（空域の形状はイメージ）

表１　無人航空機の分類

翼の形状 主な機体

固定翼 飛行機型

回転翼
シングルローター ヘリコプター型

マルチローター マルチコプター型
（ドローン）

①空港等の周辺
　（進入表面等）
　の上空の空域
安全性を確保し,
許可を受けた場合は

飛行可能

②人口集中地区の上空
安全性を確保し,
許可を受けた場合は

飛行可能

③150m以上の高さの空域
安全性を確保し,
許可を受けた場合は

飛行可能

①②③以外の空域
飛行可能
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３.３　警備

　侵入事件発生時に，監視カメラとLEDライトを搭載し
たドローンを上空から接近させ，近距離から不審車両の
ナンバー，車種やボディカラー，また不審者の身体の特
徴や身なりなどを撮影して不審車両や不審者の追跡・確
保に役立てるための開発が行われている。

３.４　インフラ維持管理

　橋梁などの大型インフラ施設の点検では，点検のため
の足場などの設置が困難な場所での利用が検討されてい
る６）。
　メガソーラーなどの大規模太陽光発電所では，太陽光
パネルのホットスポットなどの不具合があると，発電効
率が低下し，発電機会損失が生じる。そのため，ホット
スポットなどの不具合箇所の探査が必要である。大規模
太陽光発電所は太陽光パネルの枚数が膨大であり，地上
から作業員によるサーモメータ等を利用した点検には多
くの手間がかかる。不具合があるパネルは正常なパネル
と温度差があることから，ドローンに赤外線カメラを搭
載し，熱画像を撮影することにより不具合箇所を探索す
る取り組みが行われている。

３.５　測量

　土木工事現場で，施工計画を立てるために現況の地形
計測が必要である。これまでは，地上で作業員が３Dレ
ーザースキャナを用いて複数の地点で計測し，３次元デ
ータを作成していた。ドローンにより，GPSと組み合わ
せて上空から連続撮影することにより，オルソ画像，３
次元モデル生成を容易にしている。また，必要なときに
容易に空中撮影ができ，自動処理等で測量の省力化への
貢献が期待されている。

３.６　農業

　これまで小型無人機は，田圃や農場全体への農薬散布
などを目的に利用されていた。ドローンの場合は，低速
で自律飛行が可能であることから，広大な圃場を定期的
に撮影し，作物の生育状況や病害状況の変化を計測し，
対応が必要なエリアに対して農薬散布をすることなどに
より，低農薬でありながら育成を担保する可能性が指摘
されている。

４.	インフラ点検の動向

　労働力不足や高度成長期に建設されたインフラ設備の
老朽化が進む中，国土交通省および経済産業省は，イン
フラ点検の効率化，人が近づくことが困難な災害現場調
査・応急復旧を迅速かつ的確に実施することを目的に，

「維持管理」および「災害対応」に役立つロボット技術
についての現場検証を2014年度，2015年度の２回実施し

行させる場合は下記の６つのルールに従う必要があり，
ルールに依らず飛行させるためには国土交通大臣の承認
が必要である。
◦日中（日出から日没まで）に飛行させること
◦目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその周

囲を常時監視して飛行させること
◦人（第三者）または物件（第三者の建物，自動車な

ど）との間に30 m以上の距離を保って飛行させること
◦祭礼，縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行さ

せないこと
◦爆発物など危険物を輸送しないこと
◦無人航空機から物を投下しないこと

３.	ドローンの利用事例

　ドローンは垂直離着陸が可能，ホバリングや低速での
移動が可能などの特徴から，利用拡大に向けた実証が行
われ，実用化が進められている。

３.１　物流

　ドローンは垂直離着陸が可能であることから，滑空の
ための広いスペースを必要としない特長を活かして，顧
客から注文された商品を配送センタや商店からピックア
ップし，配達する構想が発表されている。ドローンは目
視範囲などの制約があることから，国・千葉市・企業に
よるドローンを利用した宅配の実験が開始された３）。
　国土交通省は事業化に向けた課題洗い出しの等のため
に，早期実用化が期待できる過疎地（徳島県那賀町）で
民間企業と共同で貨物輸送実験を2016年２月24日に実施
した。ここでは，運搬時の貨物の衝撃度の計測，地区住
民の意識調査が行われている４，５）。

３.２　災害対応

　災害発生時には，道路の寸断などにより，災害現場に
車や人が到達することが困難である。また，土砂崩れな
どの災害発生が懸念される場所や立ち入り制限区域でも，
ドローンを利用することで道路・港などの交通基盤施設
や山地・農地などの状況を撮影・録画し，対策本部に送
信することで，初動対応，応急復旧などの対策に活用で
きる。また，土砂のサンプリングや含水率・透水性の計
測により，災害予測の可能性がある。
　土砂災害ならびに火山災害現場を対象とした災害の全
容と詳細な状況，傾斜面の経時的変化の把握は，デジタ
ルカメラやレーザースキャナを搭載したドローンにより，
樹木下の地盤面の形状を計測することで可能となる。さ
らに，撮影条件による画像の歪みをなくし位置も正しく
配置されたオルソ画像，３次元モデル，３次元群点等の
災害現場で必要となるさまざまなデータを取得できる。
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た６）（表２）。2014年度の検証については，昨年の本レ
ポートでも報告している。
　この現場検証では，「災害状況調査」「災害応急復旧」

「橋梁維持管理」「トンネル維持管理」「水中維持管理」
の５分野を対象としている。
　表２に示す現場検証技術のうち，橋梁を対象とした検
証項目を表３に示す。
　また，ドローンを利用した飛行型の橋梁への適用は８
事例ある。ドローンには，静止画取得用カメラ，動画取
得用ビデオカメラ，打音用電磁ハンマーおよび打音取得
用マイクロフォンなどが搭載されている。これらの機器
を搭載するために，ドローン本体サイズは縦横が１mか

ら1.5ｍ程度のものが使用されている。
　この検証結果７）から，ドローンを利用した飛行型の
優位性として，移動範囲の広さおよび速さが挙げられて
いる。一方課題としては，主桁などで囲まれた空間への
侵入や強風などに対する安定性，安全性が挙げられてい
る。この課題に対して，２年間の現場検証で安定性の大
幅な向上と空間認識や自律制御技術の導入，飛行体をフ
レームで囲むことによる点検対象物との接触を可能にす
る改良が進んでいるとの評価がなされている。
　目視検査の支援のためのカメラは，その本体性能と大
きさや重さが比例する。ドローンのような飛行型の場合，
ドローン本体の特性に大きく依存するが，今回の検証で
は2,400万画素クラスや4,000万画素クラスという高性能
カメラが搭載されていることから，画像取得の進化の可
能性が評価されている。しかしながら，取得した画像か
らコンクリートのひび割れ幅や長さなどを実用的な精度
で得られるまでには至っていない。
　打音検査装置は，被検査物表面の状態やノイズの影響
について十分な検証には至っていないが，叩く機能と集
音機能はほぼ実用段階と評価されている。

5.　小型無人機の今後の動き

　これまで述べたように，小型無人機は利活用の拡大に
向けて積極的に取り組まれている。
　現在，2015年12月に施行された改正航空法により，飛
行できるエリアが限定されている。これに対して産業の
国際競争力強化と国際的経済活動拠点の形成促進を目的
に，国が定めた国家戦略特別地域として10地区が指定さ
れ８），この地域では認定事業に対して規制改革がなされ
ている。東京圏（東京都，神奈川県，千葉市および成田
市），秋田県仙北市，広島県・愛媛県今治市の３区域は，
ドローンの活用について区域方針に記載がされている。
東京圏である幕張新都心（千葉市）では，2016年4月11
日に国・千葉市・企業が参加し，イオンモール幕張新都
心の屋上から隣接する豊砂公園までかごに入れたワイン
の配送などの実証が開始された３）。秋田県仙北市では，
特定実験試験局制度に関する特例の活用により，ドロー
ン競技会等のイベントの開催を2016年７月頃予定してい
る９）。
　国は小型無人機を利用したテロ等に対する重要設備の
警備体制の抜本的強化，小型無人機の運用ルールの策定
と活用のあり方，関連法令の見直しを総合的かつ効果的
に推進するため，関係府省庁連絡会を2015年4月から開
催し，検討を進めている10）。一方で，小型無人機に係る
ビジネス展開と技術開発が急速に進んでいることから，
安全確保，利用促進，技術開発等さまざまな視点から課
題を解決するために，官民の専門家・関係者からなる小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会が設置され，

表３　橋梁を対象とした検証項目

No. 検証項目

① 点検調書の作成・支援
損傷図

損傷写真

②

鋼橋の目視支援
腐食

防食機能の劣化

コンクリート橋の目視支援

ひび割れ

剥離・鉄筋露出

漏水・遊離石灰

打音支援
うき

補修・補強材の損傷

支承部等狭隘部の目視支援 支承本体の損傷

③ 足場を必要とする部位を足場なしで点検可能

④ 現場での点検作業結果の記録・整理作業，調書作成の費用・手
間の削減可能

⑤ 現場での安全確保

⑥ 打音検査に伴う落下物の回収または安全対策

⑦ 強風，太陽光，照明などの影響を受け難い

⑧ 損傷状況の把握，評価がより効果的にあるいは正確

⑨ 現場への搬入，設置および撤去が容易

⑩ 他の多くの現場において効果を発揮（汎用性）

⑪ 性能保証範囲が明確でかつその客観性

⑫ 剥落の恐れがある範囲をたたき落とすことが可能

表２　「次世代社会インフラ用ロボット」技術

分野 対象 目的

維持管理

橋梁
（8/21）

・近接目視を支援
・打音検査を支援
・点検者の移動を支援

トンネル
（1/13）

・近接目視を支援
・打音検査を支援
・点検者の移動を支援

水中（ダム，河川）
（0/13）

・近接目視を代替・支援
・堆積物の状況を支援

災害対応

災害状況調査
（14/19）

・現場災害状況を把握
・土砂等を計測する技術
・引火性ガス等の情報を収集
・トンネル崩落状態や規模を把握

災害応急復旧
（0/8）

・土砂崩落等の応急復旧
・排水作業の応急対応する技術
・情報伝達する技術

（　）：小型無人機利用数/技術数
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さらなる安全確保のための制度設計の検討が行われてい
る11）。その検討の中で，小型無人機の利活用と技術開発
ロードマップが提示されている12，13）。飛行レベル段階の
実現時期は表４に示すように，荷物配送（レベル３）は
早ければ３年以内，都市を含む地域において多数の自律
飛行型ドローンが活躍する社会（レベル４）を2020年代
頃に実現することを目指している。
　目視外・無人地帯の飛行レベル（レベル３）に向けた
技術開発項目としては，表５が掲げられている。
　また，技術開発に加えて，運行管理システムや運行ル
ールなどの環境整備も示されている。

6.　まとめ

　ドローンなどの小型無人機の利用事例は，その機動性
から幅広い分野で実用化に向けて実証が進められている。
今後，災害対応，測量，農業などから利用がはじまり，
インフラ維持管理，さらには物流へと利用分野が広がっ
ていき，社会の基盤システムの一翼を担うことが期待さ
れている。

表５　目視外・無人地帯飛行に向けた技術開発

対象 目的 内容

機体性能

地上安全性 異常診断，対故障性，冗長性，落下時の
安全性等の確保

飛行性能 速度，精度，航続時間，エネルギー効率，
ペイロード操縦性等の向上

耐環境性 定常状態の風雨，温度等の環境変化への
耐性向上

セキュリティ 通信の乗っ取りや情報漏えい等の防止性
能，対妨害性の向上

衝突回避 有人機・無人機との情報共有等による衝
突回避，地上評価システム運行管理

表４　本格的運用レベルの目安

レベル 飛行レベルの目安 実現時期

１ 目視内・操縦飛行
現在

２ 目視内・自動飛行

３ 離島・山間部等の無人地帯での
目視外 2018年頃～

４ 都市部等の有人地帯での目視外 2020年代頃以降
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Synopsis

Current Status of and Issues relating to Inspections of Infrastructures using Small Unmanned Aerial 
Vehicles

Satoshi OHTSU

Equipped with multiple rotors, the multicopter, a type of unmanned aerial vehicle, is capable of vertical takeoff and landing as well as actions 

such as hovering and low-velocity flight and, small unmanned aerial vehicles, such as drones, feature outstanding maneuverability. For these 

reasons, undertakings are underway aimed realizing the use of multicopters in fields such as logistics, disaster response, security, infrastructure 

maintenance and management, surveying and agriculture. In the field of infrastructure, technical verification is underway aimed at using drones 

for the maintenance and management of bridges and surveillance of situations in times of disaster. At the present time, technical developments 

are being promoted to enable the operation of drones, which are currently limited to within the line of sight, both in populated areas and outside 

the line of sight.
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	総研レポート[32-39]
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	総研レポート[79-82]
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