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アプリケーション ストーリー

施設内のガス漏れを遠隔検知し、ガス漏
れ箇所を特定する自律移動型ロボット

産業施設におけるガス漏れ検査は、
危険を伴うだけでなく、時間がかか
り、人的エラーや判断ミスが起こりや
すい作業です。ドイツでは、ガス漏れ
検査の安全性と効率を高め、一貫性
のある結果を得るため、ガス漏れ検
査ロボット「ロボガスインスペクター

（RoboGasInspector）」の開発がす
すめられています。ガスの遠隔検知と
ガス漏れ箇所の特定ができるこの画期
的なロボットシステムは、ドイツの複数
の企業と研究所による共同開発事業で
す。このシステムにガス漏れ検知用赤外
線カメラFLIR GF320が使用されてい
ます。

ド イ ツ で は 、9 つ の 企 業 と 研 究 所
に よ る 共 同 技 術 開 発 プ ロ グ ラ ム
AUTONOMIKの一環として、大型産業
施設でガス漏れ検知とガス漏れ箇所の
特定を行う自律移動型ロボットの開発が
すすめられています。

GASCADE社のガス圧縮施設の航空写真

ロボガスインスペクターは3モジュール（チェーン駆動式移動台、ナビゲーションモジュール、検査モジュ
ール）から構成される。FLIR GF320は最上部に位置する。

AUTONOMIKでは、危険エリアに接近
せずに産業施設を検査できる無人ロボッ
トシステムの構築が推進されています。
施設全体の定期検査やシステムの特定
部品の検査に使用できるこのロボット
は、多様なナビゲー

ションセンサーにより自律的に移動しま
すが、必要に応じていつでも手動遠隔操
作が可能です。また、このシステムには
映像やガスのテレメトリーが組み込まれ
ているので、アクセス制限のある場所で
も難なく検査できます。
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ロボガスインスペクターは、
最新の計測機器、自動化技
術、ロボティクス技術を利用
した革新的なモニタリング
工程を採用し、検査の一貫
性、効率、コストパフォーマ
ンスの向上が期待できると
ともに、単調かつ時間と労力
のかかる検査から作業者を
解放します。

ドイツ経済技術省が240
万ユーロの助成金により推
進するAUTONOMIK プ
ログラムは、カッセル大学
のAndreas Kroll博士と
Ludger Schmidt博士が率
いる共同研究プロジェクトで
す。ロボガスインスペクター
の開発はこのプロジェクトの
起点となる事業です。

「このプロジェクトは、遠隔ガス計測技
術と位置特定機能を備える検査ロボット
による革新的ヒューマンマシンシステム
を開発し、試験することを目的としてい
ます」とカッセル大学の計測制御

工学部Andreas Kroll博士は言います。
「ほぼ自律的にガス漏れを検知し、ガス
漏れ箇所を特定しなければなりません。
さらに、移動型ロボットは、計測データを
解析し、検査結果を文書化する必要があ
ります。」

安全性及び効率性
産業施設（化学工場、石油精製所、ガス
圧縮施設等）では、スタッフの安全と施
設のセキュリティが最優先課題です。

有毒ガスや揮発性ガスを使用する現場
では、細心の注意を払わなければなりま
せん。そのため、化学工場やバイオガス
施設、ガス供給施設などでは、極めて厳
格な検査が要求されます。一般的に、予
防的な検査プログラムでは検査官が単
調で時間のかかる定期検査を行う必要
があります。

こうした定期検査では、検査官は計測テ
クノロジーを利用せずに、自身の知識と
経験をたよりに、システムが正しく機能し
ているかどうかをチェックします。
 
Andreas Kroll博士とLudger 
Schmidt博士は、危険を回避する自動
化検査とモニタリングが可能で、さまざ
まな問題に自律的に対応できることを
新システムの最上位の要件としました。
定期検査のような単調な作業は、不注意
により危険を見落とすリスクを常に伴い
ます。

有毒気体分析器（TVA）
各種システムやインフラ施設では、人体、環境、施設への悪影響を避けるため、
有害／揮発性ガスの漏れがあった場合、迅速かつ確実に検知、特定しなければ
なりません。これまで最も一般的に使われていた技術は､スニファ法と呼ばれ
る有毒気体分析器(TVA)でした。

TVAによる検査では、検査官は事前に特定した施設の関連部品をすべてチェ
ックします。しかし、米国石油協会の調査によれば、ガス漏れの84％は施設の
機器の1％で発生しています。つまり、単調な作業と多額のコストを要する検
査の99％が、正常に機能している安全でガス漏れのないエリアを対象にして
いるのです。

他にもTVA技術には多くの欠点があります。まず、検査官が目に見えない危険
な化学物質に曝露する危険があります。安全な距離からの検査はTVAでは不
可能です。さらに、風などの天候要因によりガスや蒸気が拡散することで、計測
誤差が生じることがあります。

マルチセンサー検査モジュール：（1）パンチル
ト台、（2）赤外線カメラ、（3）TDLAS計測機
器、（4）レーザー距離計、（5）ガス漏れ検知
用FLIR GF320赤外線カメラ、（7）開閉キャ
ビネット内に収納されたコンピューターと電
気／電子機器

.ガス漏れ検知用赤外線カメラFLIR GF320は、
肉眼では見ることができない20種類の有機ガス
化合物を熱画像上に表示します。



そのため、人間の柔軟性と能力を兼ね備
えた革新的なロボットによる検査技術を
開発することは、特に、検査官を繰り返し
の単調作業から解放し、多様な検査業務
を改善するという点で理にかなっている
と言えます。

最初のデモ運転
ロボガスインスペクターの初回デモ運
転はカッセル大学のホールで実施されま
した。ロボットは自律的に検査作業を完
了し、障害物や傾斜にも適切に対応しま
した。

ロボガスインスペクターは指定された場
所のさまざまなパイプラインを検査し、
メタンガス漏れを発見しました。この数
ヵ月後、今度は数km2の大規模産業施
設内で、風や日光などの環境因子とシス
テム運転で生じる交絡因子の影響を受
ける条件でデモ運転が行われ、ここでも
ロボガスインスペクターの適切な動作
が確認されました。
 
ロボガスインスペクターの駆動システ
ムとナビゲーションシステム
ロボガスインスペクターは3つのモジュ
ール（チェーン駆動式移動台、ナビゲー
ションモジュール、検査モジュール）から
構成されます。このうち検査モジュール
にガス漏れ検知用FLIR GF320赤外線
カメラが搭載されています。チェーン駆

動式移動台には、電気駆動装置と一般
的なバッテリーが組み込まれています。

ナビゲーションモジュールには、2Dレー
ザースキャナー（建物内のナビゲーショ
ンでは特に重要となる前方と後方）と屋
外用にGPSが搭載されています。チェ
ーン駆動型ロボガスインスペクターは、
デジタルマップを使って検査エリアを連
続比較することで、いつでも現在位置を
判断できます。
 
障害物や閉鎖されたエリア（爆発ゾー
ン）もマップ上で確認できます。「この
2D レーザースキャナーのおかげで、ロ
ボガスインスペクターは駐車した車両、

パレット、容器等の予期せぬ障害物を回
避できます」とKroll教授は言います。「
障害物には人も含まれます。ロボガスイ
ンスペクターは障害物に遭遇すると、回
避して移動するか、通り道があくまで停
止して待ちます。」

検査モジュール
検査モジュールでは、パンチルト台にさ
まざまな計測機器が設置されています。

FLIR GFシリーズ－目に見えないガスの放出を煙状
に表示する 

GFシリーズは、従来の技術や肉眼では見えないメタン、ベンゼン誘導体な
どの揮発性有機化合物（VOC）のガス漏れを、ある程度離れた場所から、画
像上に表示できる赤外線カメラです。こうした有害な化学物質は日々、大量
に輸送、処理されています。

FLIR GFシリーズをはじめとするガス検知用赤外線カメラには多くの利点
があります。従来の方法よりもはるかに迅速に広い面積を検査でき、接触検
査機器では計測が難しい危険な場所でも検査が可能です。ガス漏れは熱画
像上で黒い煙のように表示されます。GFカメラでガス漏れを安全な距離か
ら確認したうえで、TVAで濃度を測定すれば、検査効率が向上します。

FLIR GF320は目に見えないガス漏れを煙状に
表示する。

共同技術開発プログラムのパートナー企業であるPCK Raffinerie社の石油精製所の航空写真
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計測機器には、可変ダイオード吸収分光
測定（TDLAS）機器を基盤とする遠隔メ
タンガス漏れ検知器（RMLD）が含まれ
ます。この検知器は、赤外線レーザー光
をターゲットに照射して表面を透過した
光の強度を測定します。さらに検査モジ
ュールには、ガスを画像上に表示できる
FLIR GF320赤外線カメラが搭載され
ています。

ロボガスインスペクターには、ロボット
自身が危険にさらされることがないよう
に、ガスセンサーが搭載されており、揮
発性気体の濃度が爆発下限界（LEL）で
ある10％を上回る場合は、システム全
体が自動的にシャットダウンするようにな
っています。

自律計測
測定データの処理とパターン認識はロ
ボットが自律的に行います。
 
ロボガスインスペクターは指定されたル

T8
20

xx
x 

 {D
E}

_A

ートで検査を行い、自律的に計測も行い
ます。しかし、管制室とは無線ランを通じ
て常に通信状態にあるため、必要に応じ
て遠隔操作も可能です。遠隔操作用に、
パンチルト台にはビデオカメラも設置さ
れています。ただし、正常運転モードで
は自律運転し、すべての計測データを管
制室に送信することはほとんどありませ
ん。

ロボガスインスペクターの今後の展望
これまで行われた一連の試験で、このプ
ロトタイプは非常に有望な結果を残して
います。駆動モジュール、ナビゲーショ
ンモジュール、センサーシステムの試験
成績はいずれも良好です。ロボガスイン
スペクターは接近困難な危険エリアで、
ガス漏れを検知し、位置を特定していま
す。さらに、検査官が危険な環境にさら
される可能性を回避するのに役立って
います。
 
産業施設で実際に利用されるまでには、

さらなる開発が必要です（爆発に対す
る防御やソフトウェア開発）。また、市
場に投入する前には、法的な規制を満
たす必要もあります。それでも、自律
移動型ガス検知＆ガス漏れ箇所特定
ロボットは実現可能であり、安全性を
大幅に向上させることが期待されてい
ます。

FLIRのGF320はロボガスインスペ
クターの重要部品です。GF320は、
システムが有毒ガスを安全な距離か
ら検知するのに役立っています。

スキャナーシステムのパン（水平旋回：上方からの図）とチルト（垂直旋回：横からの図）の範囲

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

掲載画像は実際のカメラの解像度と異なる
場合があります。画像は説明目的で使用され
ています。


