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ドローンが使われる以前は、大規模の太
陽光発電システムの概観を点検するに
は空中作業車や高架式の撮影用三脚を
用いた高い場所や建物からのサーモグ
ラフィ検査という大がかりで小回りの利
かない方法しかありませんでした。スイ
スの企業Emitec社のBeni Riedi氏は
その検査方法に満足していませんでし
た。そこで彼は太陽光発電システムや大
型ビルの検査のための赤外線カメラ・ド
ローンを考案しました。

Emitec社の計測・検査ソリューション
Emitec社にはemitec datacom（計
測、ロギング、分析、最適化、検査、ネット
ワークとアプリケーション管理）、

 emitec industrial（EMC用計測テ
クノロジー、HF 、サーモグラフィ、アウ
トプット、信号分析、データ記録、実験
室）、mesomatic fiberopics（光ファ
イバー計測と接合テクノロジー、光学部
品、CATV）という3つの部門があって、
シングルソースから商業用の総合的な
検査ソリューションを提供しています。
同社は国際的に知られるメーカー50社
以上の技術を使っています。その1つが
赤外線サーモグラフィにおける世界のリ
ーディングカンパニーであるFLIRシス
テムのサーモグラフィ技術です。

試作へ向けて
Beni Riendi氏は、サーモグラフィに関

赤外線サーモグラフィFLIR T640bx
を使った空撮用サーモグラフィ・ドローン
サーモグラフィはこの20～30年で産業部門や建設業において重要なテー
マとなっています。空からのサーモグラフィ検査など、この分野では新たな
開発が行われています。ドローンと組み合わせた赤外線カメラは太陽光発
電システムの検査に最適です。赤外線カメラ・ドローンは近づくことが難し
い建物や送電線のサーモグラフィ検査、消防業務や法執行業務にも利用さ
れています。また他にもさまざまな産業用途、研究開発、最先端の航空考古
学、自然・動物観察にも活用できます。

サーモグラフィ・ドローンは、倉庫を撮影したこの空
中写真で見られるように温度の異常を見つけ出す
ことで起こりうる問題を空から検知します

途切れることのない連続オートフォーカスで
ドローンへの搭載使用に最適：FLIR T640(bx)

FLIR T640bxを搭載した赤外線サーモグラフィ・ドローンは
Emitec社とHelipro社との強固
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して、ありとあらゆる高性能の赤外線カ
メラを試してみました。「遠距離からの
撮影のため熱解像度の高い高性能カメ
ラを使わなければならないことがわか
りました。」とRiendi氏は言います。「飛

行ソリューションはカメラ同様に信頼で
きるものでなければなりませんでした。
」そこで彼はドローンのために必要と
される優秀なパートナーとして高速で
簡単な空中録画を専門とするHelipro 

GmbHに白羽の矢を立てました。「当社
のドローンホバーは電気モーターを使
用しています。軽量であるためハチドリ
のような飛行特性を持っています。」と
HeliproのMarc Baumann
氏は語ります。「したがって、これまでに
ない様々なアングルから、最高150メー
トルでの空中録画が可能になります。」

HDビデオ・ダウンリンク
ドローンはHDビデオ・ダウンリンクを
使って複数のモニターへ（例：サーモグ
ラファー用のモニターとドローンのコン
トロール担当者のタブレット端末へ）ラ
イブ赤外線画像を伝送します。これを
実現するためにEmitec社とHelipro社
の全体ソリューションは赤外線カメラの
HDMIポートと独自のHDダウンリンク・
ソリューションを使って飛行中途切れる
ことのない非放射性赤外線映像をHDク
オリティで送ります。必要に応じてMSX
画像を含めることも可能です。Marc 
Baumann氏が誇らしげに「これだけの
クオリティをもったものはほかのどこを
探してもありません。」と言うのにもうな
ずけます。Emitec社とHelipro社の全
体ソリューションは、録画しながら同時に

2日間のトレーニングセッションでユーザーはドローンのテクノロジーとコントロールを講義と実践で学んで飛行装置をスムーズに制御できるようになります。
このトレーニングは光学のサーモグラフィ・ドローンの保険保障にとって特に重要な要件です。

途切れることのないオートフォーカス、MSX機能等あらゆる特徴を備えた赤外線サーモグラフィFLIR 
T640bx の高い熱解像度を使ってドローンは太陽光発電モジュールにおける問題箇所を空から検知
します。



放射性赤外線画像を撮影する等の自社
開発のソリューションを使ってカメラを
コントロールします。

空中からのサーモグラフィサービス
Emitec社とHelipro社によって開発さ
れたサーモグラフィの最初の顧客はス
イスにあるKrüger ＋ Co. AG社のRolf 
Rutzer氏でした。同社はこれを使うこ
とで技術的に一歩抜きん出て提供する
サービスの幅を広げました。Krüger ＋ 
Co. AG社はもともと小規模なエンジニ
アリング会社であったのが今や従業員
は250名を超えるまでになりました。メ
ーカー兼サービスプロバイダーである
同社は建設現場での加熱／乾燥、水害、
漏れ検知、建築物理学、空調等を専門と
しています。「サーモグラフィ・ドローン
を使うことで、私たちはこれまではでき
なかった大きなビルや太陽光発電シス
テムの検査サービスをお客様に提供す
ることができます。」とRutzer氏。「サー
モグラフィ・ドローンのおかげで品質保
証、保守点検、基本的事象に関してすば
らしい結果がもたらされました。お客様
に対する重要で価値あるサービスの幅
を広げることができるとともに環境的に
も経済的にも持続性を高めることにつ
ながっています。」

保守点検は確実に
中・大規模の太陽光発電システムは年1
回以上の点検を行う必要があります。従
って欠陥の可能性のあるモジュールを
取り付け時に検知することができアフタ
ーサービスの適用に間に合います。これ
には製造段階での欠陥や輸送時に発生
した損傷も含まれます。また操業中にシ
ステム全体の効率性を確実にしながら
欠陥モジュールを取り替えることも重要
です。これによっていかなる欠陥、また
天候によって生じた損傷もただちに修
復することが可能です。起こりうる問題
点の一覧については建築物と再生可能
エネルギー向けアプリケーションのため
のFLIR無料ガイドブックをご覧下さい： 
www.getflir.com/green-guidebook
ドローンは広いエリアで数多くのモジ
ュールの点検が必要とされる場合に特
に有効です。たとえば大きな建物の屋
根に設置した太陽光パネルで問題が生

じた場合、モジュールを1つ1つ測定器
で測定していたのでは手間がかかって
仕方ありません。このような場合には、
太陽光発電モジュールのエラーは通常
10℃~20℃という比較的高い温度差で
起こるためサーモグラフィが最適です。

高性能サーモグラフィカメラ
離れたところから検査をするために
Beni Riedi氏は解像度の高いきわめて
高性能な赤外線カメラを必要としまし
た。そこでEmitec社によって選ばれた
のがFLIR T640bxです。この640 x 
480ピクセルの高い解像度検知器は細
部まではっきりと映し出すだけではあり
ません。途切れることのないオートフォ
ーカス機能を備えています。この機能 
はドローンの飛行高度が常に変わるこ
とから赤外線画像のクリアなストリー
ム映像を流し続けるためには重要な機
能です。追加機能にはカメラのビュー
ファインダー、GPS、コンパス、・ライン
プロファイルスケッチ機能、MPEG4
、WLAN、Meterlink、サーマルフュージ
ョン、ピクチャー・イン・ピクチャー、MSX
などがあり、熱画像と視覚画像とを組み

合わせることによってこれまではとらえ
ることの難しかった詳細な熱画像が可能
となります。

ドローン、カメラ、レンズ、ソフトウェア、
トレーニングを含めたフルパッケージ
サーモグラフィ・ドローンは赤外線サー
モグラフィFLIR T640bxと飛行パッ
ケージを含めたフルパッケージでお届
けします。空からの優れた概観を提供す
る25度の標準レンズだけではありませ
ん。パッケージに含まれている45度の
広角レンズを使えばさらに広い赤外線
視界をとらえることができます。問題の
エリアが特定されればドローンが15度
のズームレンズを使って高い高度から細
部の撮影を行います。ズームレンズは送
電線の点検にも素晴らしい威力を発揮
します。送電線での問題はきわめて小さ
いエリア内で起きることが多いのに、そ
れを調査するために飛ぶ飛行装置はあ
る程度の距離をとらなければならないか
らです。 

ソフトウェアとトレーニング
全体ソリューションには分析用ソフトウ

高所や近づくことが困難な箇所のドローンを使った建築物診断用　赤外線サーモグラフィ

高層ビルの点検では外観の赤外線画像を10階の高さでも撮影でき、また赤外線カメラには窓ガラスは
非透過ですので撮影に際しては非常に高い配慮がなされています。
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赤外線カメラに関する情報は弊社までお気
軽にお問い合わせください。：

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5F
電話：03-6721-6648
FAX：03-6721-7946
Eメール：info@flir.jp  www.flir.com
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ェアとともに3日間のトレーニングセッ
ションも含まれています。最初の2日間
ではユーザーが飛行装置を安全にコン
トロールすることができるようになるた
めにHeliproのMarc Baumann氏がド
ローンのテクノロジーとコントロールに
ついて講義と実践の中で説明します。こ
のトレーニングはサーモグラフィ・ドロー
ンの保険保障のための重要な要件のひ
とつです。3日目にはEmitec社のBeni 
Riedi氏がカメラとソフトウェアのテクノ
ロジーについてユーザーに解説します。
ユーザーはサーモグラフィ・スペシャリス
トとして認定されるか十分なトレーニン
グを受けておくことが最低条件として求
められます。

取扱いと天候の影響
もちろんドローンの使用には一定の制
約があります。このシステムは雪、雨、強
風では使うことはできません。「風は熱
画像を使った建物の点検には総じて不
利なのです。というのも風は建物の表
面を冷やすため結果に誤差が生じるか
らです。」とRiedi氏。これに加えて、直
射日光があたると探知機が損傷するた
めドローン付きのカメラの旋回は赤外
線カメラに直射日光があたらない範囲
に限定されます。ドローンの適切な機能
を保証するために6カ月のサービス間
隔をとることをHelipro社は推奨してい

ます。FLIRの赤外線サーモグラフィは
一般的にメンテナンスを必要としません
が、Riedi氏はEmitec社による年1回の
カメラの点検、再較正、ソフトウェアのア
ップデートを推奨しています。

汎用性オプション
サーモグラフィ・ドローンの設計に際 
しては、カメラが年間を通して、またでき
るだけ柔軟な使い方ができることを重
要視しましたが、モジュラー構造によっ
てこれを達成しています。安全に使うた
めにカメラはドローンにしっかりと留め
られコントロールのための独自のソリュ
ーションとHD映像ダウンリンク機能で
配線する必要がありますが、すぐに取り
外してポータブルのサーモグラフィカメ
ラとしても使えます。太陽光発電システ
ムの点検は通常気温の高い時期に行わ

複数階のアパートのバルコニー正面全体をとらえた点検画像

途切れることのない連続オートフォーカスでドローンへの搭載使用に最適：FLIR T640(bx)

なければならないのに対して建物にお
ける熱損失が生じるのは主に寒い季節
ですから、ドローンの2つの主要用途（太
陽光発電システムと建物のサーモグラ
フィ）は両立が可能です。このサーモグ
ラフィ・ドローンは需要が高いことから投
資もすぐに回収できます。

まとめ
サーモグラフィ・ドローンで、Emitec
社、FLIRシステム、Helipro社は効率的
なハイテク点検テクノロジーを提供しま
す。太陽光発電システムのオペレーター
も大規模建物のオーナーも
 
専門のサービス提供者がこれらのシス
テムを使うことで多大な恩恵を得られま
す。取り入れた企業はこの分野における
高いレベルの能力を発揮して市場に画
期的なサービスを提供しています。
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