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ドローン利活用における
安全運航スキルと人材育成

〜 CRM（クルー・リソース・マネジメント）の観点から〜
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2022 年，ドローンは有人地帯における目視外飛行（BVLOS）が可能となり，貨物輸送などを含めてチー
ムでの利活用を行う場面が増えることが想定される。有人航空機では，複数人によるチームでヒューマ
ンエラーを防止し安全運航を行うための手法として，CRM（Crew Resource Management）と呼ばれる
スキルがあり，運航に携わる者は定期的な訓練でスキルを維持することが求められている。航空機事故
は約 68 割が人的要因によるものと指摘されているため，ドローン関連人材の育成においても CRM を
有効活用することで事故防止に貢献できると期待される。
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In 2022, UAS in Japan will enter the new era, which includes out-of-sight flight (Beyond Visual Line of Sight,
BVLOS) in populated areas. As represented by freight transportation by drone, there will be more situations
that require safe operations by multiple people. In the case of manned aircraft, there is a skill called CRM
(Crew Resource Management) as a method for preventing human error and performing safe operation in a
team of multiple people. Those involved in the flight are required to maintain their skills through regular
training. Since it has been pointed out that about 6080％ of aircraft accidents are caused by human factors,
thus, it is expected that effective application of CRM in the development of UAS-related human resources
will contribute to accident prevention.
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1．2022 年からのドローン運航：BVLOS 時代に向けて
航空法の改正に伴い，2022 年，日本では有人地帯での目視外飛行（Beyond Visual Line of Sight, BVLOS）
を含むドローンの運航が可能となる。
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ドローンは，有人航空機が飛行する高高度と地上との間の空域を活用して飛行することができ，インフラ
を大きく変革することが予想されている。特に，今後広がりが期待されているドローン配送は，地域の拠点
からの「ラストワンマイル」を担うことにより，過疎地域をはじめとする人手不足への対処の新たな基盤と
なりうる。
世界のドローン市場の規模は 2020 年までに約 225 億ドルまで成長しており，2025 年には 428 億ドルを超
えると試算されている［1］。これまでも個人の趣味など撮影分野での利用や，AED 搬送などヘルスケア・社
会的支援，産業プラントや倉庫・物流，修理・点検，災害時の状況把握などに活用されてきたが，ハード
ウェア，ソフトウェア，サービス含めて市場はさらに大きく成長すると予測されている。
一方，機体そのものや利活用頻度の増加，利用範囲の広がりに伴い，さまざまな事故も想定される。中に
は人の生死に直結することや，誰かの財産を脅かすことが起きる可能性もある。課題として，配送業務，点
検業務，農業利用など幅広い分野において，ドローンのオペレーションシステムが複雑化することにより，
関係者がチームとして安全運航を担わなければならない部分が増えてくることが挙げられる。
人類の歴史に航空機が登場したとき，その航法や法律，安全対策のあり方は，同じように人や物を輸送す
るための乗り物であった船舶から学んだ。例えば，船が左舷から接岸するように，飛行機でも乗降は左側か
らとなっている。
「クルー」
「キャプテン」
「ボーディングブリッジ」という呼称や，距離の単位（マイル），
左右のライトの色，制服の肩章などもすべて船に由来している。
同じように，人類の歴史に新しく登場したドローンも，似た機能を持つ有人航空機のシステムが参考にな
る部分は大きい。世界的にもドローン関連業務に携わる人が増加する中，安全対策のあり方についての議論
が深められている。
国際民間航空機関（ICAO）は，国際的に無人航空機（ドローン）の利用が活発となることを踏まえ，
2016 年から無人航空機のアドバイザリーグループ（ICAO UAS Advisory Group）を設置し，無人航空機利
用の国際的協調と，運航マネジメントに関する指針（Guidance）の構築などを行ってきた。遠隔操作航空
機における訓練や人材育成のあり方を含むマニュアルの最新版が近く公開される予定となっている［2］。特
に，ドローンパイロットの資格を想定した“Remote Pilot License”保持者に，安全への脅威に対処するた
めの能力（Competency）を身につけることを求めている。ここでは，その脅威の一つであるヒューマンエ
ラーに対処するために習得するべきスキルが特に重要視されている。
2．ヒューマンエラーの低減：チームによる意思決定の重要性
2‒1

ヒューマンエラーとは

イギリスの詩人 Pope の「批評論」（1711）に，“To err is human（過つは人の常）”という一節がある。現
代でもことわざとして使われ，1999 年の米国医学研究所によって発行された医療安全に向けた報告書「To
Err is Human: Building a Safer Health System」
［3］のタイトルとしてより広く知られるようになった。人間の
特性として，誰でも間違えることがあり，それはいつの世の中も変わらない。ゼロにすることはできない。
JIS Z8115:2019 によると，
「ヒューマンエラー（human error）」とは，「人間が実施する又は省略する行為
と，意図される又は要求される行為との相違」（192-03-14）と定義され
［4］，ヒューマンエラーに至る過程
は，心理的，生理的，物理的，化学的，論理的又はそれらの組み合わせの場合がある（192J-03-101）。また，
ヒューマンエラーが発生する様相は，特に人の行動（行動の反復，とり違え，混入および省略）に着目して
定義され（192J-03-102），例えば，ボタンの“押しすぎ”“押し間違い”“むだ押し”“押し忘れ”などの行動
が挙げられる。認知心理学的には，“見聞違い”“記憶違い”“計算違い”“つかみ損ない”“正しくない操作”
“必要な操作の欠落”などが例として挙げられている。
NASA（アメリカ航空宇宙局）のヒューマンエラー研究を行うプロジェクトのデータによると，ヒューマ
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ンエラーの元となる「安全でない行動」は「意図的でない行動（うっかり，または過失）」と「意図的な行
動（誤り，または違反）
」の二つに分けられる。それらはさらに複数の要因からなり，こうした要因に対応
した対策を取ることが，ヒューマンエラーの防止につながるとされている［5］
（表 1 を参照）。
表1

ヒューマンエラーの性質と要因

▼意図的でない行動
Slip（うっかり）

─注意の欠如（範囲の逸脱，順序間違い，行動の省略，行動の逆転，タイミングのミス）

Lapse（過失）

─記憶の誤り（省略の連続，間違いの反復，意図の欠如）

▼意図的な行動
Mistake（誤り）

─ルールに関連した誤り（良いルールの悪用，悪いルールの適用）
─知識に関連した誤り（先入観に基づいた確認，選択の偏り，あてにならない予測）

Violation（違反）

─習慣化した違反
─例外的な違反
─妨害行為

なお，上記の要因以外にも，ヒューマンエラーを誘発するファクターとして，睡眠不足，疲労，疾病，飲
酒，緊急時の慌てやパニックなどが指摘されている［6］。
2‒2

ヒューマンエラーが事故を引き起こすまで

ヒューマンエラーがどのようにして起こるかの概念モデルに，1975 年に KLM オランダ航空のフランク・
H・ホーキンス機長が提唱した「SHELL モデル」と呼ばれるものがある［7］
（図 1 を参照）。SHELL の各文
字は「S：Software（ソフトウェア：法律，規則，手順書など）」，「H：Hardware（ハードウェア：機器，機
材，設備，システムなど）
」
，
「E：Environment（環境：作業環境，気象，状況など）」，「L：Liveware（人：
真ん中の L は当事者，下の L は当事者が接する周囲の人）」を表しており，それぞれの要素を示すブロック
は直線ではなく不定形の波線で接していて，その接点に隙間（ミスマッチ）ができるとヒューマンエラーが
起こるというものである。人間はいろいろな要素と影響を及ぼしあいながら生きており，柔軟性がありなが
らも不安定な存在であることを意味している。航空機運航においてはそのシステムが人間によって運用され
ていることから，航空機の設計・製造，整備，管制などを含むすべての分野にわたって上記の要素を考える
必要があるとされている［8］
。
ヒューマンエラーが引き起こす事故に関する経験則の一例として，「ハインリッヒの法則」が挙げられる。
“1 件の重大事故の背後には 29 件の軽微な事故があり，さらにその背後には 300 件のヒヤリハット事例があ
る”というものである［9］。この比率については世界的に議論されているが，多くの業界の人が同様のヒュー
マンエラーに基づくヒヤリハットを経験しており，法則を提唱した H. W. ハインリッヒは，適切な安全対策
を講じることで事故は削減しうることを述べている。

図 1 SHELL モデル（1975）
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大

人的要因による航空機事故

航空機においては，NASA をはじめとした研究機関等による分析で，事故の原因として，運航乗務員が関
与している人的要素が実に 60 ～ 80％に達しているとされてきた。Helmreich らによると，1959 年から 1989
年の間に世界の民間航空機で起きた機体損失事故の 70％以上が，運航乗務員の行動によるものと指摘され
ている
［10］
。
国内でも，平成 19 年から 30 年までに発生したヘリコプター事故 73 件のうち，8 割以上が「人的要因，
または人的要因が関連する複合要因」と分析されており，その人的要因のうち「行動エラー（注意不足，確
認省略，粗雑な作業）
」が最多で約 4 割（43.6％）を占め，次いで，複数の人的要因が重なった「複合型」
（18.2％）
，
「判断エラー（憶測，判断ミス）」
（12.7％），「不安全行動（注意灯や注意事項を軽視するなど）」
（9.1％）となっている）
［11］。運航目的別では「物資輸送」が 28.6％で最も多く，運航段階別では，
「航行中」
60.3％，
「着陸時」25.4％，「離陸時」12.7％となっている。
航空機誕生以来の歴史では，初期はパイロット業務を一人で行う“シングルパイロット”体制が慣例で
あった。その後，航空機の複雑化に伴い，一人当たりの業務負荷を減らしヒューマンエラーを回避する対策
として補佐役のパイロットが同乗するようになった。現在では運航乗務員（パイロット），客室乗務員，運
航管理者，整備士，航空交通管制官などがチームとして運航を行い，問題に対処する体制となっている。
特に日本では，1985 年，乗客乗員 520 名が犠牲となった日本航空 123 便の御巣鷹山墜落事故以降，航空
機の運航乗務員の安全教育が特に重視され，それから現在に至るまで，飛行機事故による死亡者ゼロが続い
ている。こうした安全教育を支えているのが，事故を起こしやすい要因を洗い出し，それらを排除したり軽
減したりする措置をとる TEM（Threat and Error Management）であり，TEM を実行するためのスキルと
して CRM（Crew Resource Management）と呼ばれる手法がある。関わっている人全員でエラーの回避に
努め，チームの力を高めて事故を防止しようというものである。
2‒4

ドローンにおける TEM（Threat and Error Management）の例

TEM（Threat and Error Management）とは，事故につながりやすい外的要因（Threat）と，ヒューマン
エラーなどの内的要因（Error）への対策を講じ，航空機が望ましくない状態に陥ることを防止する行動の
ことである。
航空機において，事故につながりやすい外的要因（Threat）とは，以下のような事象をいう。
1．乗員（操作者）が関与しないところで発生し，
2．運航をさらに複雑にし，
3．安全マージンを維持するために乗員に注意や対処を要求するもの
Threat のマネジメントとは，Threat に誘発されて操作者がエラーをしたり，機体が操縦不能状態になっ
たりする可能性を低減するために対策を講じることである。
たとえば，車を運転している場合を想定すると，1．道路脇で落石が発生したため，2．前方の車が急停車
したので，3．車線変更し安全な車間距離を確保した，といったことになる。
ドローンでいえば，Threat は，ドローンパイロットが適切に対処しなかった場合に，パイロットのエラー
を誘発する可能性がある要因であり，例えば，悪天候（強風・雨），複雑な地形，発着場の状況，トラフィッ
ク（他のドローンによる飛行）の混雑度，無線の混信，似た機体の同時飛行（視認が難しい），機器の故障，
タイムプレッシャー，パイロット以外の顧客や関係者による予期せぬトラブル，などが考えられる。
一方，航空機におけるヒューマンエラーなどの内的要因（Error）とは，乗員（操作者）の以下のような
行動，あるいは行動しないことをいう。
1．乗員自身，または組織の意図や期待から逸脱し，
2．安全マージンを減少させ，
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3．運航を悪化させる事態が発生する可能性を高めるもの
逸脱とは，「してはならない」とされている行為を行ったり，「する」とされている行為を「しなかった」
り，
「正しく行わなかった」ことを意味している。
Error のマネジメントとは，ある操作者のエラーが，さらなる関係者のエラーや，操作している機体のト
ラブルに発展しないように対策を講じることである。
意図的な行動を除き，ヒューマンエラーは，特に意識が一点に集中しているときや，時間的に余裕がない
ときに起きやすい。
一つの情報によって判断する習慣がついてしまうと，その情報が間違っていたときに，誤った判断や行動
に結びついてしまう。そのため，常に二つ以上の情報をもとに判断することが大切である。同時に，一人で
なく複数の人の目で確認することが更なる安全につながる。
また，時間的に余裕がなく「急いでいる」状態は，心理的にも焦りを生じさせる。特に，時間に追われる
あまり注意力が散漫になったりストレスが溜まりやすくなったりすることを「ハリーアップ症候群」とい
い，航空業界では特にパイロットが発症すると大規模な事故につながることがあるとされている。このよう
な，焦りのある状態に陥ると，複数の情報や人の目によって確認する機会が奪われてしまう。たとえ数秒間
であっても，余裕としての「間」を持つことによって，新たな情報を取り入れ，誤った判断や行動を防ぐこ
とが可能である。
国内で既に報告されているドローン関連事故およびトラブルの原因の中には，ドローンパイロットの「目
測の誤り」
「危険箇所の確認不足」「各種規定の理解不足および遵守不足」など，ヒューマンエラーに起因す
ると考えられるものが少なくない［12］。また，今後ドローンパイロットはあらゆる年代，職種の人がなる可
能性があり，利用される範囲も裾野が広い。関わる人が増えていくほど，潜在的なヒューマンエラーの数は
増え，それを未然に防ぐことが急務である。
3．安全運航を支える CRM スキル
3‒1

CRM（Crew Resource Management）とは

CRM（Crew Resource Management）とは，「安全で効率的な運航を達成するために，すべての利用可能
な人的リソース，ハードウェアおよび情報を効果的に活用すること」である［13］。
この CRM のための訓練として身につけるノンテクニカルスキルが，CRM スキルであり，TEM を実行す
るために必要な技能とされている。
CRM 訓練は，1977 年スペイン領カナリア諸島テネリフェ島の空港で，目的地を変更して到着していた 2
機の B747 型機が離陸前に滑走路上で衝突し乗客乗員 583 人が死亡したテネリフェ事故などをきっかけに構
築され，1980 年代頃から世界の航空会社で導入されてきた。
テネリフェ事故では，通常とは異なる空港の運用や，管制官の忙しさ，遅れによるコックピットのタイム
プレッシャー，乗員の権威勾配，悪天候，空港のレーダー不装備，無線の混信，機長の思い込み，管制官との
言語の壁，確認の不存在など，数多くの Threat と Error が連なった事象（Chain of event）が史上最悪の航空
機事故を引き起こした（詳細は資料 1 を参照）。どこかで連鎖が断たれていれば事故を防げたはずだった。
この事故をきっかけに CRM が重要視されるようになり，権威主義的だったクルー間の権威勾配が緩やかに
なり，合意による意思決定が強められた。航空無線用語も聞き間違いが起こりにくい用語に修正された。
安全対策の考え方に「スイスチーズモデル」というものがある。イギリスの心理学者ジェームズ・リーズ
ンが提唱したもので，スイスチーズには大小の穴がいくつも空いていることから，チーズの層を安全対策，
穴を脆弱な部分（リスク）にたとえ，ヒューマンエラーがすべての穴を通り抜けたときに事故やトラブルが
起きる，としたものである。穴の空き方が異なるチーズがいくつも並んでいれば，ヒューマンエラーがすべ
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図 2 スイスチーズモデル

てを通り抜けることは難しくなる。CRM では，あらゆるリソースを防護壁として用い，ヒューマンエラー
がいくつもの穴を通り抜けるのを防止することを目指している（図 2）。
CRM でいうリソースとは，運航乗務員，客室乗務員，運航管理者，整備士，航空交通管制官など関係者
全員の人的資源と，機器・計器などのハードウェア，および，得られるすべての情報を指す。
日本では，路線を定めて旅客運送を行う航空会社の運航乗務員は，原則として 1 年ごとに CRM 訓練を受
けることが義務付けられている［14］
。
下記は，国内の複数の航空会社，および既に公開されている JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構）の CRM スキルのリストの要点をまとめたものである。5 つの分野に，それぞれ 3 つ前後の項目が設
定されている。各会社・組織によって解釈や分野・項目の個数，順番，内容は異なるが，概ね共通している
内容を表 2 に示す。
無人航空機領域においても，機体の墜落・衝突，運搬物の落下等は，生死に関わる事故となるおそれがあ
る。ドローンパイロットを含む関係者がチームとして即時に情報を共有し，リスクを排除・低減するための
対策を取らなければならない。現状，ドローンは趣味飛行を中心としてシングルパイロットで行うケースが
少なくないが，有人地帯での目視外飛行が可能となる時期を迎え，街のいたるところでドローンが飛行する
社会が目前に迫る中，チームや組織での飛行が不可欠なシーンが増えることが予想される。そのため，チー
ムや組織でドローンを利活用する場合は安全運航のためのスキルを身につけるチーム・トレーニングが必須
であるとともに，個人で利活用する人にとっても，他のチームと何らかの接触を持つ可能性が増えてくるた
め，同じようにスキルを身につけておくことが求められる。
3‒2

CRM による安全運航管理で特に大切なこと

3‒2‒1 「安全への主張（Assertion）」をしやすいチームづくり
CRM の中で特に重要なのは，表 2 の最後に記したコミュニケーション分野の「安全への主張（Assertion）」
項目である。日本人はここが苦手な傾向にある。
多くの日本人に共通する意識として，
「先輩・後輩」「上司と部下」といった上下関係（権威勾配）があ
り，経験の多い少ないで権威的な勾配ができやすい風潮がある。後輩や部下は，先輩や上司に気を遣って，
ものを言い出しにくいという場面が少なくない。
一方，CRM の概念は，経験の多少にかかわらず，複数の目によるフィルターを通すことによって安全を
確保する方法である。遠慮して自分が気づいたことを言わなかったり，言うのが遅れたりすると，「安全へ
の主張（Assertion）」が行われなかったり，適切なタイミングに遅れてしまったりすることになる。
CRM スキルの中には，こうしたことを防止するためのチームづくりが重要な分野の一つとして確立され
ている
［15］
。それぞれが担当する分野を，責任を持って実行することが基本であり，他のメンバーの担って
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国内航空会社・JAXA が採用している CRM スキルの要点

状況認識（Situational Awareness）

意思決定（Decision Making）

・状況の把握と認識の共有（Monitor and Recognize）

・解決策の選択（Decision）

─機器やメンバーの状況，周囲の環境をモニターし，情報
を共有する
─操作を行ったときや，操作を変更するときにはメンバー
に伝える
─リスクや異常を認知した場合は速やかに共有し評価する
・警戒（Vigilance）
─「一点集中」に陥らないように注意する
─慣れていることでも問題意識を持って確認をする
─何かおかしいと思ったら注意を促す
・状況の予測と問題点の分析（Anticipation and Analysis）
─より多くのリソースを活用して情報を集める
─現在の状況から今後どう変化するか分析する
─情報分析から潜在的な危険性を発見する

─安全確保のため譲ることのできない最低ラインを確立す
る
─自分の意見を出し他のメンバーにも意見を求める
─意思決定のリソースが自分の把握している以外にもある
か確認する
・実行（Action）
─決定をメンバーに伝え，伝えられた側は理解したことを
伝える
─自らの役割を理解し実行する
─冷静に行動し，実行しながらも行動が最良であるか検討
を続ける
・決定・行動のレビュー（Critique）
─決定直後に，その決定が正しいかどうかを見直す
─行動した結果に決定の効果が現れているか評価する
─誤りを指摘された場合には受け止めて修正する

チームの形成（Team Building）

業務負荷（ワークロード）マネジメント（Workload Management）

・リーダーシップ（Leadership）

・計画と時間管理（Planning and Time Management）

─自分の意図を明確に示す
─常に先を考えて業務をサポートする
─他のメンバーが納得して行動できるようにする
・チームに適した雰囲気づくり（Climate）
─メンバーを信頼していることを示す
─チームのパフォーマンスをモニターし，望ましい環境を
維持する
─どんな疑問や提案もチームとして取り上げ，検討する
・意見の相違の解決（Conflict Resolution）
─意見の相違を感情の対立に発展させない
─「誰が」ではなく「何が」正しいかを念頭に，集めた情
報を分析する
─自分の主張を変えるときは客観的に分析した上で行う
コミュニケーション（Communication）
・情報の双方向での確認（2Way communication）
─情報は省略せず正確に伝える
─標準的な用語を用いる

─業務負荷が高くなる（状況が悪化する）場合に備えて計
画する
─状況の変化に応じて計画しなおす
─タスクを行うために十分な時間をとる（時間が足りなけ
れば，時間を作り出すことも考慮する）
・優先順位付け（Prioritizing）
─コントロール（Control）
，ナビゲーション（Navigation）
，
コミュニケーション（Communication）の順に優先順位
を決定する
＜状況制御，誘導，意思疎通＞
─時間制限とタスクの緊急度を考慮して決定する
─優先順位とその変更はメンバー間で共有する
・タスクの配分（Distribution）
─全員が自分のタスクを確実にこなせるように配分する
─特定の問題対処のみに集中しないように，自分自身や他
のメンバーをモニターする
─タスクを適切に配分する手段として自動操縦システムを
有効活用する

─タイミングよく伝える
─相手の話を聴く
─情報の確認を行う
・安全への主張（Assertion）
─疑問に思ったことは躊躇せずに口に出す（時期を逸しな
い）

・ブリーフィング（Briefing）
─ブリーフィングのための場を設定する
─情報共有に十分な時間をとる

─危険であると感じたときは自己主張の程度を強める

─互いに質問・情報提供することの重要性を認識する

─意見の表明を受けた場合は，その疑問やアドバイスに積

─相互の連絡方法や問題への対処方法を確認する

極的に応える

─ブリーフィングに積極的に参加する
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いる役割を尊重することで，各自が独立した意見を言いやすい空気を保てるようになっている。有人航空機
も無人航空機も，空中を飛行するため速度がはやく，一瞬の判断が重大な事故につながるリスクを常に抱え
ている。そのため，危険を察知したら即座に伝えられることが極めて重要である。
3‒2‒2 「指差し確認」に頼りすぎない
日本では，機器や乗り物などを取り扱う業種では頻繁に「指差し確認」が行われるが，ここにも落とし穴
がある。
「指差し確認」は通常，一人で業務を行う場合に，一人が声を出し指差しながら安全に関わる確認
をする行為である。しかしこの「指差し確認」を複数人のチームでの業務で導入した場合，一人が行った指
差し行為の先に他のメンバーも集中してしまい，せっかくある複数の目が一点に集まって，実際その場に他
の潜在的なリスクが存在しても気がつかない可能性がある。そのため，現在，複数人のクルーを必要とする
有人航空機，特に民間のエアラインのコックピットでは，指差し確認は行われていない。
業種によって指差し確認を行う場合は，指を差しながら「安全確認よし！」と言ったときに，何が安全な
のか，どこにもリスクがないのか，何を確認するべきだったのかを忘れないようにしなければならない。
元々はリスクを認識するための手順として構築された行為だが，その様式や形式を実行することにとらわれ
てしまわないよう，常に複数のリソースまたは複数の目でフィルターを通すことを意識する必要がある。
3‒2‒3

意思決定力を高める人間関係

歴史的に，組織には何らかの権威勾配がある。昔の飛行機は機長の意見が絶対的だった。近年は，CRM
の概念が導入され，機長の仕事，副操縦士の仕事は分かれている。それぞれが持ち場に責任を持ち，互いに
介入することは少ない。役割分担が明確になり，リーダーの仕事は皆が円滑に業務を遂行できる環境を整え
ることが主要になった。
CRM 訓練の概念は医療分野でのヒューマンエラー防止にも応用されている。Sexton らが 2000 年に行っ
た，医療従事者（麻酔科・外科・集中治療領域で勤務する専門医，レジデント，看護師，計約 850 人）と航
空会社の運航乗務員（25 か国 40 社に所属する機長，第一副操縦士，第二副操縦士，計約 7,500 人）とで業
務上の意思決定に及ぼす要因を比較検討したアンケート調査による研究［16］では，「若いチームメンバーは
年長者の決定に口を挟むべきではない」という項目に対し，パイロットでは 97％が「反対」と回答。同じ
項目に，外科領域の専門医は「賛成」が 24％，「反対」が 55％，「どちらでもない」が 21％であった。集中
治療領域では，看護師も専門医も 94％が「反対」と回答した。一方，同調査では，「疲労している時に，予
断を許さない状況で確実に業務を遂行できるか」について尋ねたところ，パイロットでは 24％が「はい」，
10％が「どちらでもない」，64％が「いいえ」と答えたのに対し，外科領域の専門医では 70％が「はい」，
12％が「どちらでもない」
，18％が「いいえ」と回答した。こうした，権威勾配や意思決定に及ぼす要因に
ついて，職種による考え方の違いがあることについても考慮する必要がある。
4．無人航空機領域における CRM の応用と人材育成の課題
4‒1

業務範囲の広さとドローンパイロットの質

ドローン利活用の方法は裾野が広い。運送，点検，農業，撮影，防災…と現在想定されている以上に，産
業革命につながるような様々なシーンでの活躍が期待されている。そのため，あらゆる職種の人にドローン
パイロットとしての門戸が開かれているが，その分，当該業務を安全に行うためのパイロットの質の担保が
不可欠である。
各パイロットにおいては，街中を飛ぶドローンが様々な任務を負いながら縦横無尽に駆け巡る世界が来た
ときに，他のドローン利用者がどのような使い方をしているか，そこから発生する潜在的なリスクにはどの
ようなものがあるかなどを，想像できることが大切である。
また，人が乗ることを想定した有人ドローンや水中を移動するドローンの開発も進んでおり，管制官のよ
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うな運航管理（オペレーション）を担う人材も必要性が増してくることが予想される。機器の種類や目的に
よっては，一人のパイロットが複数機の運航╱運用を担う，シングルパイロット・マルチタスク体制も想定
される。
有人航空機の航法や法律は船舶を参考に構築されてきたため，船長（キャプテン）は舵を取るパイロット
PIC（Pilot in command）が担うという考え方があるが，ドローンの場合，パイロットや運航管理者，また
は管制官のような役割を担う人など，どの担当者がリーダーシップを取るのかについては国際的に議論を深
める必要があり，どのような場合においても人材育成が急務である。
4‒2

今後の人材育成に向けて

日本では有人航空機の運航乗務員は，年 1 回の CRM 訓練が義務付けられているため，グループワークや
ケーススタディ，資料の確認・更新を通じてスキルの維持に努めている。また，国際民間航空機関（ICAO）
では，パイロットの技能証明の発行要件に TEM の知識と技量を求めているため，世界の航空会社でも CRM
スキルの訓練が行われている。
無人航空機に関しても同様に，ICAO では 2020 年に発表した ICAO Doc 9869“Procedures for Air Navigation
Services － Training”において，ドローン等の遠隔操縦者（Remote Pilot）のコンピテンシーベース訓練に
TEM が含まれるべきだと記している［17］
。
一方，国内のドローンパイロットを養成している各団体・スクールでは，個別にプログラムが組まれてい
るが，多くが資格取得に向けた一度きりの講座形式であり，それ以上の安全運航に関連した学習の機会はあ
まり設けられていない。今後の教育のあり方については，ドローンパイロットの国家資格化に関する法整備
との兼ね合いがあるが，現状のままでもドローンパイロットが自主的に学習できる案として，CRM 訓練の
内容を応用して実施する方法がある。
ICAO は，
“安全”の定義について，
「安全とは，危険要因の特定およびリスクの管理を継続して行うこと
によって，人への危害あるいは財産への損害のリスクが，受容可能なレベルまで低減され，かつ受容レベル
以下に維持されている状態」としている。今後は国際的に，ドローン利活用におけるリスクの「受容可能な
レベル」を様々なシーンで検討する段階になってくるが，ドローンパイロットにおいても，安全運航管理に
関連する共通プログラムに CRM スキルに準じたスキル（Competency）の習得を加え，定期的にそのスキ
ルの維持・発展のための学習機会を設けることができれば望ましいのではないだろうか。
資料 1

テネリフェ事故の概要

・1977 年 3 月 27 日，アフリカ北西沖にある大西洋のリゾート地，グラン・カナリア島ラス・パルマスのグラン・カナリア
空港が爆弾テロの予告電話を受け，多数の航空機が代替空港としてテネリフェ空港にダイバートした。
・テネリフェ空港は滑走路と誘導路が 1 本ずつしかない小さな地方空港だったが，多くの航空機を受け入れ，管制官はかつ
てない忙しさに襲われていた。着陸した航空機をできるだけ早く安全に離陸させなければならないが，駐機場に入りきれ
ず溢れた航空機が誘導路上にも駐機していた。離陸時には誘導路を通らず滑走路を逆走して末端まで行き，180 度ターン
して待機，滑走するという，通常の運用ルールにはない指示を出していた。
・パンアメリカン航空 1736 便（PAA 機）はロサンゼルスからニューヨーク経由で到着し，乗客を降ろさずに乗せたまま待
機。離陸準備ができていた。KLM オランダ航空 4805 便（KLM 機）は，いったん乗客を降ろし，給油をすることを決め
た。その間にグラン・カナリア空港のテロ予告が虚偽であったことがわかり，空港再開の知らせが入った。
・PAA 機が駐機していた場所は KLM 機の後方で，給油中の KLM 機をすり抜けて誘導路に出ることはできず，給油が終わ
るのを待っていた。PAA 機の機長はベテラン，副操縦士は 39 歳の中堅。機長は一流航空会社の自負もあった。KLM 機
に，給油にどのくらい時間がかかるのか尋ねると，あと 45 分ほどと回答され，イライラしていた。PAA 機の 378 人の乗
客はロサンゼルスからの飛行で 12 時間以上，機内に閉じ込められていた。コックピットにはあと何時間遅れるのかわか
らないプレッシャーがあった。

大原

10

大

・KLM 機の給油が終わると，PAA 機も準備ができていると管制官に伝えた。管制官からの指示により，PAA 機も移動の許
可が出て，その旨を乗客に伝えた。
・管制官は，多数の航空機をさばくため KLM 機と PAA 機を早く出発させようとして，2 機を同時に走行させ，滑走路の待
機場所につけさせようとした。KLM 機は指示に沿って滑走路を逆走し，端で 180 度ターン。PAA 機はその後に続いてい
て，途中で滑走路から誘導路に出て KLM 機を避ける予定だった。
・テネリフェ島は火山島で，天気が変わりやすい。急に濃い霧がかかり，視程が落ちてきた。管制官は 2 機とも視認できな
い。テネリフェ空港は地上レーダーが装備されていない空港だったため，管制官は航空機の位置が確認できず，無線での
やり取りで，誘導路へ続く道路をいくつ通り過ぎたかなどの口頭の情報に頼っていた。
・PAA 機は管制官からの指示で，滑走路から誘導路に出る道路の番号を指示されたが，機長は道路の曲がる角度が鋭角の
ため物理的に難しいと判断し，指示に従わずその番号の道路を通り過ぎてそのまま滑走路上を進んだ。副操縦士はこの空
港に不慣れで，機長の判断に従った。
・KLM 機の機長もベテランであったが，オランダではパイロットの労働時間が規制されたばかりで，乗務時間のリミット
が近づいているのを心配していた。乗務時間を超過すると免許取り消しの可能性もある上，フライトがキャンセルされ，
乗客のホテル代や食事代を航空会社が負担しなければならなかった。
・KLM 機は次に離陸する順番になった。滑走路の末端で 180 度旋回した。霧により，PAA 機が進んできているのは見えな
かった。副操縦士が，飛行後の経路や高度に関する飛行計画の管制承認を求め，管制官は，
「離陸後の経路は…」と口頭
で経路や高度を確認しながら承認。ただし離陸はスタンバイするように伝えた。一方，機長は管制官が発した「離陸」と
いう単語を聞いて，離陸の許可が出たと思い込み滑走を開始。同乗していた航空機関士は「PAA 機がまだ滑走路上にい
るのではないか」との疑問を機長に伝えたが，機長は滑走路上にはいないと判断して却下し，加速を続けた。
・管制官は母語がスペイン語で，KLM 機のパイロットはオランダ語。ともに英語でのやり取りで，互いに伝わらない部分
は再確認をしていた。KLM 機も PAA 機も無線は同じ周波数を使っていたため，同時に話していた数秒間に雑音が発生し，
「スタンバイ」など重要な単語が伝わっていなかった。
・まだ誘導路には出ずに滑走路上を進んでいた PAA 機は，加速して滑走路を進んでくる KLM 機の存在に気づき，避けよ
うとして急いでハンドルを左に切った。KLM 機も PAA 機の存在に気づき，機首の引き上げ操作をしたが，機体尾部を引
きずり，わずかに浮かび上がったところで PAA 機に覆いかぶさるように衝突。その先で墜落して爆発炎上した。PAA 機
は機体上部が削り取られるように損傷し，その後爆発炎上した。KLM 機は乗客乗員全員の 248 人が死亡。PAA 機は 396
人のうち 335 人が死亡した。
※［18］
［19］
［20］をもとに著者作成
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機械航空工学を総合的に理解するための
飛行ロボット教育
〜複数大学の連携した取り組み〜

渡口

翼＊1，原

進＊2，川添

博光＊1，伊藤

和晃＊3，菊地

聡＊3，伊藤

聡＊3

東海国立大学機構航空宇宙研究教育拠点航空宇宙生産技術開発センター＊1
東海国立大学機構名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻＊2
東海国立大学機構岐阜大学工学部機械工学科＊3
大学の機械航空工学系学科の教育では，伝統的な各種理論と実際の現象との関係を理解するのに体験型
教育プログラムが重要視されている。実際の現象は，通常，単一の理論のみと結びつくことは稀であり，
複数理論が統合化された結果である。また，そのようなプログラムでは，3D プリンターや CAD/CAM
などのディジタル生産技術も現代産業の一部の実体験として含まれることが望ましい。このような状況
のもと，機械航空工学を総合的に理解するためのプログラムとして，名古屋大学と岐阜大学はそれぞれ
飛行ロボット（自律滑空機）の設計・製作・評価を行う授業を立ち上げた。本論文では，この 2 大学の
プログラムの連携について，特に 2021 年 9 月 29 日に開催された初めての合同競技会の教育的効果を中
心に議論する。

Keywords: 複数大学連携，体験型教育，飛行ロボット，機械航空工学教育

Flying Robot Education for Comprehensive
Understanding of Mechanical and Aerospace
Engineering

─ Coordinated Action of Nagoya and Gifu National Universities ─
Tsubasa Toguchi＊1，Susumu Hara＊2，Hiromitsu Kawazoe＊1，
Kazuaki Ito＊3，Satoshi Kikuchi＊3，Satoshi Ito＊3
Intelligent Production Technology Research and Development Center for Aerospace,
＊1
Tokai National Higher Education and Research System（THERS）

Department of Aerospace Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, THERS＊2
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Gifu University, THERS＊3
The experience-based education programs in the mechanical and aerospace engineering departments are
regarded as beneficial methods to understand the relationship between the traditional theories and real
phenomena. The real phenomena are the results obtained not only by single theory but also by the integration
of multiple theories. Meanwhile, recent digital manufacturing technologies, such as 3D printers and CAD/
CAM, should be introduced to recent educational contents and methods that align with the modern industrial
practice. Taking such a background into account, Nagoya and Gifu National Universities launched similar
flying robot production programs, aimed at promoting a practical and comprehensive understanding of
mechanical and aerospace engineering. This paper introduces the current coordinated action of two national
universitiesʼ programs. Especially, we discuss the educational effectiveness of the first joint competition held

渡口

14

翼・原

進・川添博光・伊藤和晃・菊地

聡・伊藤

聡

on September 29, 2021.

Keywords: coordinated action of plural universities, experience-based learning, flying robot,
mechanical and aerospace engineering education

1．は

じ

め

に

大学の機械航空工学系学科においては体験型教育プログラムが大きな役割を果たしている。すなわち，座
学で学んだ 4 種類の力学（材料力学・熱力学・流体力学・機械力学）や制御工学に基づき，目の前で現象を
再現して理論の妥当性や実際の様子を理解させ，実務において要望する仕様を満たす製品を作製するための
素養を学生に身につけさせるのに欠かすことができない教育手段である。ところが，現実的には多くの教育
現場において 1 種類の理論に対応した体験を行うために用意されるプログラムが多く，使用する機器・設備
も先端とは程遠い「年代物」を用いることも少なくない。産業界での実務においては，複数の理論が複雑に
絡み合うものづくりが主流で，かつ CAD/CAM に代表される高度な計算機援用による解析・設計，3D プリ
ンター等のディジタル生産技術を活用した加工・製作がすでに常識的に行われている。これらの環境を使い
こなすためには，本来，大学での座学の内容を十分に修得して，各理論間の関係も理解し，複数理論が統合
化された実現象と現代的なディジタル生産技術を実体験できる教育を受けていることが望ましい［1］。
このような観点から，東海国立大学機構（以下，東海機構）が設置している名古屋大学（以下，名大）と
岐阜大学（以下，岐大）の関係学科においては，東海機構直轄組織による連携教育プログラムの一環の意味
も含めて，それぞれ 2019，2020 年度から「飛行ロボット（自律滑空機）」の設計・製作・評価を行うプログ
ラムを立ち上げた。名大では，工学部機械・航空宇宙工学科 3 年生の必修科目「設計製図第 3」の 3 種類用
意された選択テーマの内の 1 つとして毎年度それぞれほぼ 50 名の学生に対して実施され，岐大では工学部
4 年生の選択科目「航空宇宙生産技術（機械工学概論Ⅱ）」として 2020 年度に 16 名，2021 年度に 35 名の学
生に対して実施された。両大学の授業においては，複数の力学理論と制御工学を摺合せながら 1 つの目的を
達成するためのものづくり体験型学習を，3D プリンターやそれに関連するソフトウェアも使いながら実施
している。ものづくりの対象となるのは図 1 および図 3 のようなグライダー状の飛行ロボット（自律滑空
機）であり，動力は持たないもののピッチング，ヨーイング，ローリングなどの運動のいずれかについて
PID 制御の一部または全ての要素を適用することで飛距離が伸ばせるようにしている点で飛行ロボットない
しは自律滑空機と称している。なお，従来から飛行ロボットを題材とした学生の取り組みの機会はよく知ら
れており，多くの実績をあげてきた
［2，3］
。しかしながら，通常の大学の授業の一部，特に本論文で取り上
げる名大のような必修科目の一部として導入する試みはまだ少ないと思われる。
両授業の設計と製作ではものづくりの総合的な理解や決断が求められる。すなわち，機体強度と重量の関
係を導く材料力学，機体（特に翼）形状とその空気力学的特性を考える流体力学，そして各運動に関する
フィードバック制御を考えた制御工学，それらを踏まえた CAD を用いた設計，製作のし易さと製作精度を
考慮した加工法や部品形状の検討，そして 3D プリンターやレーザーカッターなどを活用した製作（加工学）
に至るまで，機械航空工学における複数の重要な理論と方法を活用し，統合化（摺合せ）することで良い評
価（飛行距離や耐久性など）を得る機体を実現できる。制御工学や材料力学の検討を進める上で，機械力学
に関する検討も含まれる。両授業には多くの共通する部分があるものの，一部異なる点もあり，詳しい内容
は第 2 章で説明する。
今般，著者らは両大学で行われている授業の連携を行い，両授業の相違点も含めて，両大学学生の教育効
果を向上させるための第一段階として，2021 年 9 月 29 日に岐阜メモリアルセンターにおいて初めての合同
競技会「東海クライマックスシリーズ」
（以下，東海 CS）を開催した［4］。本競技会の工学教育への貢献を
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目指す観点からは，このような教育事例について問題点や課題，考察を含めた論文として紹介することは大
変重要である。そこで，本論文では，この合同競技会の企画から，参加学生に対するアンケート結果までを
振り返り，このような連携活動の教育効果と今後の課題について議論する。
2．飛行ロボット（自律滑空機）による体験型学習
2‒1

名古屋大学における教育プログラム

名古屋大学では 2019 年 10 月から前述の半期の授業「設計製図第 3」の 1 テーマとして実施している。本
授業では 1 チーム 6 名程度の少人数チームによる図 1 のような飛行ロボットの設計・製作とチーム対抗の
競技会，ならびに競技結果に対する反省会などの内容から構成されている。この機体はチームにより多少異
なるものの，概ね長さが 1 m 強，翼幅が 1 m 弱，電装品込みの重量が 0.3 kg 弱の固定翼グライダー模型で
ある。図 2 に示すように，ノーズ部に埋め込まれた姿勢方位センサ（AHRS）から得られた情報をフィード
バックし，モータドライバ，モータ，リンク，駆動ワイヤーから成る駆動系を，エレベータとラダーの制御
のためにそれぞれに設けることで，ピッチングとヨーイングの PID フィードバック制御を実現した飛行ロ
ボットになっている。与えられた条件（使用材料等の上限，専用の離陸台から得られる初期推力等の仕様，
ロボット基本構成）のもとで飛距離，耐久性などが良好な機体の実現を目指し，分担された各メンバーの活
動内容の統合化（摺合せ）を上手く行うことが求められるプログラムである。
授業は冒頭に実施する安全教育と 3D プリンターや CAD，制御コード等必要な知識に関するガイダンス，
最小限必要となる理論の講義の後，2 週目からチームごとの設計ならびに機体製作になる。13 週目にチーム
対抗の競技会を行い，各チーム 3 回以上の飛行機会が与えられ飛距離と機体の耐久性を競う。競技ではゴム

図1

図2

飛行ロボットの例（名古屋大学）

フィードバック制御系の実現（モータドライバ，モータ，リンク，駆動ワイヤー）
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ないしはコイルばねの弾性エネルギーを機体の運動エネルギーに変換して初期推力を与える専用の離陸台を
設けている。翌週の 14 週目（最終週）ではチームごとに十分な反省を行う会を実施し，「なぜよく飛んだの
か？」
，
「なぜ全く飛ばなかったのか？」，「どうして壊れたのか？」などを各力学や制御工学などとの関係で
説明できるように求めている。この授業の成績は飛距離に基づくのではなく，この反省会の内容をまとめた
レポートを中心に評価するのも特徴である。参加学生のアンケート結果については文献にまとめているが，
過去 2 年度実施した結果では概ね好評な結果が得られている［5］。
2‒2

岐阜大学における教育プログラム

岐阜大学ではこれまでにない学生へのユニークな授業として，学部 4 年生を対象に 2020 年度から「航空
宇宙生産技術（情報工学概論Ⅰ，Ⅱ）」および前述の「航空宇宙生産技術（機械工学概論Ⅱ）」をスタートし
た。
「航空宇宙生産技術（情報工学概論Ⅰ，Ⅱ）」は，機体製作・制御実習をとおした回転翼飛行原理の理解
を目指している。既製品ではなく各パーツを独自に購入しクワッドコプター（ドローン）を組み立てて制御
することで，機体構造およびその飛行制御への影響を体験的に学習する。なお，情報処理を学習する要素と
して，カメラや距離センサを使用した自律飛行も課題に取り入れている。一方，ここで取り上げる自律滑空
機は「航空宇宙生産技術（機械工学概論Ⅱ）
」として開講している。授業は上記の名古屋大学と同様な内容
のものであり，講義のほか演習的作業を多く含むことから午後の連続する 3 コマ（3 ～ 5 限）6 週分を使っ
て設計・製作を行い，完成した自律滑空機の風洞試験および各チームによる飛行発表会から構成されてい
る。風洞試験は飛行制御のための操舵翼の駆動ゲイン調整を目的とする一方，航空機開発に欠くことができ
ない実験設備（風洞）を学生が体験するための内容である。1 チーム 4 ～ 5 名構成としており，選択科目の
ため受講生の数によってチーム数は変化する。自律滑空機の構成は名大の飛行ロボットと概ね一致するが，
各機体の基本的な特徴や差異について表 1 に示す。
表1

岐大と名大の機体における主な特徴

機体設計・製作

操縦翼面

操縦翼面制御

岐大

全パーツ

エルロン，エレベータ

P 制御

名大

ノーズ部以外

ラダー，エレベータ

PID 制御

機体サイズ・重量
機体長 × 幅（スパン）
，
重量約 1 m × 0.9 ～ 1 m，約 0.3 kg
同上

姿勢・方位検知
AHRS センサ
同上

機体のサイズや重量は同程度，また機体の姿勢と方位検出システムは同じであるが，2 種類ある機体の姿
勢を制御する翼面のうち 1 つが異なっている。岐大，名大ともにエレベータ（昇降舵）を採用し，残り 1 つ
を岐大はエルロン（補助翼）
，名大はラダー（方向舵）を採用している。これにより岐大はピッチング運動
とローリング運動の制御を，名大はピッチング運動とヨーイング運動の制御を行うことになる。次に異なる
点として，これら 2 つの操舵翼面の制御を岐大は P 制御，名大は PID 制御で行っている。もし両者の飛行
特性に差が出るならば上述の 2 つが大きく関与するものと推測される。なお，岐大は滑空機ノーズ部（セン
サ，コントローラ，モータドライバ，エレベータ駆動モータ，電源などを収納）を設計・製作するが，名大
は授業時間との兼ね合いを考慮して同形状の製作品を各チームに配布する。
図 1，図 2 に対比して図 3，図 4 に岐大の自律滑空機の概要を示す。図 3 のノーズ部は空気抵抗の低減を
意識してスリムな縦長形状になっている。一方，図 4 のノーズ部の形状は重心を前方に移すため縦方向に
短く横方向に広くとった尖状を採用しつつ軽量化のため部材に穴の開いた形状を採用している。なお，成績
評価については，名大のプログラムと同様に飛距離のみに基づくのではなく，設計・製作時におけるチーム
メンバー間の連携，飛行発表会での飛行状況，および考察レポートから総合的に評価し，4 名の教員による
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自律滑空機の例（岐阜大学）

エルロンと駆動リンク（左図）センサ等を収納したノーズ部

合意判定としている。
過去 2 度の授業に対する学生へのアンケートにおいて本講義は「航空宇宙生産技術（情報工学概論Ⅰ，
Ⅱ）
」
（クワッドコプター）も併せて極めて高い評価を得ている。理由は単一の講義からでは味わうことがで
きない設計・製作・風洞試験・飛行評価という一連のものづくりを体験できたからである。一方で，検討が
必要な項目が多く時間的余裕がないなどの意見も得ている。
3．複数大学の連携した取り組み─合同競技会の開催ならびに参加者アンケート
3‒1

合同競技会「東海 CS」の開催概要

東海 CS は両大学の飛行ロボット（自律滑空機）の授業で製作された機体から No.1 を決める対抗戦とし
て，著者らの関係する東海国立大学機構航空宇宙研究教育拠点航空宇宙生産技術開発センターの主催によ
り，2021 年 9 月 29 日に岐阜メモリアルセンター「ふれ愛ドーム」にて開催された。出場チームは，名大か
ら 2020 年度「設計製図第 3」の競技会における飛距離の上位 2 チーム（全 8 チーム中），岐大から 2021 年
度「航空宇宙生産技術（機械工学概論Ⅱ）
」の飛行発表会における飛距離の上位 3 チーム（全 8 チーム中）
合計 5 チーム 14 名が参加した。さらに，運営の補助として各授業のティーチングアシスタントを担当して
いる学生 8 名および岐阜大学の授業の受講生から 2 名，その他関係者として本競技会の企画担当教員や両大
学の総長・学長をはじめとする両大学・主催センターの関係者を合わせて約 60 名が十分な新型コロナウイ
ルス感染症対策を実施しながら参加した（図 5）
［6］。一般向けには，オンラインによる生配信を行い，後日
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配信も含めて約 110 名の配信希望登録があった。さらに，報道機関からの取材が新聞社 2 社，テレビ局 2 社
により行われた
［79］。実際の開催告知ポスターを図 6 に示す。
競技会では，図 7 のように高さ 120 cm の離陸台からゴムの弾性力を使って射出し，各チーム 2 回ずつの
試技のうち離陸台から着地点までの直線距離の長い方の記録をチーム成績とした。このチーム成績が最長の

図5

会場参加者の集合写真

図6

東海 CS 告知ポスター
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チームを優勝（最優秀賞）として競技を行い，岐大 E チームが 24.0 m で優勝した。さらに，競技終了後の
参考記録として行った試技では，名古屋大学 B チームが 39.6 m を記録した。
競技会の後には「大反省会」と称して，全競技のフライト動画を見ながら各チームが反省点を述べるとも
に，他の参加者からの質問に応じながら意見交換を行った。普段は各大学授業内での意見交換に留まるが，
合同競技会ならではの他大学学生との交流が得られる貴重な機会となった（図 8）。なお，当日の様子は航
空宇宙生産技術開発センターより公開されている［10］。

図7

離陸台からの離陸の様子

図 8 両大学生の交流
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競技参加学生ならびに競技支援学生に対するアンケート

合同競技会「東海 CS」と両大学の授業における工学教育の効果を考察すべく，アンケートを実施した。
聞き取り項目は以下の通りである。なお，設問（3），設問（7），設問（8），設問（10）は記述式のみ，それ以
外の項目は選択式と自由記述式を併用している。
（1）東海 CS がイベント全体として有意義であったか？
選択肢（とても有意義／どちらかといえば有意義／どちらともいえない／どちらかといえば意義がな
かった／全く意義がなかった）ならびにその選択理由に関する自由記述
（2）所属大学のみで行う競技会と比較して他大学との合同競技会は有意義であったか？
選択肢（とても有意義／どちらかといえば有意義／どちらともいえない／どちらかといえば意義がな
かった／全く意義がなかった）ならびにその選択理由に関する自由記述
（3）相手校と自チームの機体や飛行の様子を比較して気づいたことがあるか？
（4）将来の工学系リーダーの育成に必要と考えられるモノの企画・設計・製作・評価といった一連の内容
を受講生自身が行うことをねらいにおいたこの取り組みは意義があると思うか？
選択肢（とても有意義／どちらかといえば有意義／どちらともいえない／どちらかといえば意義がな
かった／全く意義がなかった）ならびにその選択理由に関する自由記述
（5）飛行力学，流体力学，材料力学や制御工学の知識を統合してゴールにたどり着く授業のねらいを達成
されていると思うか？
選択肢（達成されている／どちらかといえば達成されている／どちらともいえない／どちらかといえ
ば達成されていない／達成されていない）ならびにその選択理由に関する自由記述
（6）今後複数の大学間で同様のテーマについて合同で活動するテーマは重視すべきだと思うか？
選択肢（重視すべき／希望者のみの参加でよい／不要／その他（自由記述））ならびにその選択理由
に関する自由記述
（7）追加するとさらに良くなると考えられる内容は何か？
（8）東海 CS の運営方針や今後改善すべき点などはあるか？
（9）COVID-19 環境下での実習系科目はどうあるべきか？
選択肢（可能な対策を取り従来程度に維持／縮小／全て中止／その他（自由記述））ならびにその選
択理由等に関する自由記述
（10）その他（上記に当てはまらない内容に関する自由記述）
3‒3

アンケート結果

アンケートは東海 CS 終了後 1 週間を期限とし，対象学生 24 名中 22 名から回答を得た。その結果を図 9
に示す。なお，図に掲載していない設問（3），設問（7），設問（8），設問（10）については記述式のみの回答
項目である。
設問（1）については，1 名が「どちらかと言えば有意義でなかった」と回答した以外は，
「とても有意義／
どちらかといえば有意義」と回答しており，東海 CS の開催が学生にとって有意義であったことが確認され
た。また，選択理由に関する自由記述欄には
・他の班の機体と自分の班の機体を比べて，いい所や改善すべきところを見ることができた。
・他大学の設計思想の異なる機体と比較ができたため。
・名大側で問題となっていた点（発射台（原文のまま（離陸台）），機体の壊れやすさ）に関して岐阜大側
の対応を見ることができてよかった。
など，自チームと他校の機体を比較した考察が並び，合同行事の意義が感じられる結果となった。この結果
は，設問（2）にも同様に現れている。
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図 9 アンケート結果

自由記述のみの設問（3）では，
・名大はエルロンを使わずにラダーを搭載しており，主翼の制作（原文のまま（製作））がシビアそう
だった。
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・名古屋大学の翼型がとても薄く，翼幅が広いことが印象に残った。
・名大側，機体が重いが制御による機体の安定化が比較的できている（代表のグループが上手く調整でき
ている）岐阜大側：機体を軽く製作できているがエルロンによる制御が難しそう。
・岐阜大の機体には，エルロン用のサーボが翼内に取り付けられていたが，これは低レイノルズ数に最適
な翼形状を選択するうえで不利に働くのではないかと思った。
・岐阜大学の機体はまず機体重量がかなり軽く，ランチャの引きの長さも長かったため打ち出し機体速度
がかなり速い印象でした。そしてロール安定を保ちながら飛行することが困難であるように感じまし
た。エルロンの制作（原文のまま（製作））精度と制御則がもろにロール性能に響いてくるのが非常に
難しくしているように感じました。その点名大の機体は，ロールは基本的には機体の主翼の性能にのみ
依存させているためロール安定性がかなりとりやすかったと感じます。
など，設計思想や機体性能に関して互いの機体の特徴を客観的に考察している。これは，設計要件の一部に
ついて，各大学で自由度を持たせたことにより，学生自身に気づきが生まれており，適切な自由度を持って
いたからこそ得られた結果といえる。一方で，
・想定していた初期条件が異なっているように思えた。
・発射装置（原文のまま（離陸台のこと））の引き具合で結果が大きく異なったので，授業段階から発射
装置（原文のまま（離陸台のこと））のエネルギーは規格化したほうが良いと思いました。
など，初期条件を与える離陸台に関する著者らの反省点も得られた。
設問（4）では，選択式回答項目から著者らの意図が概ね受け入れられているのがわかる一方で，「まった
く意義が無かった」と回答した学生からは
・
（中略）企画しているという認識を学生はほとんど持ち合わせていないと思う。
との回答があり，一部の学生には認識が及んでいないことがわかった。
設問（5）においては，著者らの意図が概ね受け入れられている一方で，
・名大の場合，必要な要素が多いために統合して完成させることができないチームも存在することから，
学生が考えるべき・リサーチするべき要素をよりテーマに沿って重要な部分に絞ったほうが良いと思い
ました。
・特に制御部分は完全に分業になってしまっていて互いのやっている事を理解していたとは言い難い。
などの回答があり，
「複数理論の融合が大切である」という点には気づいている一方で，時間的制約により
全てを融合することが難しい（制御設計と機体設計のメンバーが完全に分かれてしまっている）という懸念
が得られた。
設問（6）では，選択式回答項目からこのようなイベントへの参加を「希望者のみの参加で良い」と考える
学生が多数であることがわかった。自由記述からその理由を分析すると
・得られる経験は多いものの，時間と労力共に必要となるため。
・他大学と比較できる良い機会だと思うので重視すべきだと思うが（中略），興味関心がある学生に限っ
た方が良いと感じたから。
など，一定の成果が得られる一方で学生の負担増の懸念など，今後の課題となる回答が得られた。
設問（7）では，設問（3）同様の離陸台に関する記述や，
・素材のバリエーションを増やしていただけると，いろいろな機体が見られて楽しいと思います。（中略）
レーザー加工機とそれによって制作（原文のまま（製作））した治具を積極的に利用した製作ができる
と授業に要する時間も削減できると思います。
など，使用できる材料のバリエーションや，工作機械，治具製作の要求など，他校の機体観察や意見交換から
得た回答とみられるものがあり，この回答からも東海 CS から一定の成果を得られていることが確認できた。
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設問（8）では，設問（3）や設問（7）と同様の離陸台に関する回答があり，競技の進行において離陸台の影
響が大きいと感じている学生が多いことがわかった。その他では，追加の参加校に関する提案もあり，本イ
ベントへの関心の高さも感じられた。
設問（9）では，回答者全員が対面での実習系科目を希望しており，このような実習系科目の必要性を改め
て感じられた。
設問（10）では，設問（6）でも示されていたように，本イベントの負担に関する回答があり，必修・選択
授業に関わらず，このような授業時間外に行われる大会の位置付け，参加意思の確認が重要であることがわ
かった。
4．アンケート結果の考察
アンケートの集計結果から東海 CS の工学教育としての意義と課題について考察し，結論を以下のように
まとめる。
A ）飛行ロボット（自律滑空機）の設計・製作を題材とした体験型授業ならびにその授業から生まれた優
秀チームを集めた競技会を行うことが，機械航空工学系学科の教育活動の 1 つとして効果的であるこ
とが設問（1）
，設問（2）および設問（5）から改めて確認された。その根拠として，飛行ロボット（自律
滑空機）の設計・製作を活用したプログラムが，実現象に即して望んだ仕様を達成するための手法を
探求するテーマであり，工学の学習で求められる素養を養うのに適していること，座学で学ぶ複数の
理論を組み合わせて目的を達成するのに適切なテーマであることがアンケート結果から理解できた。
B ）単独の大学等のみでこのプログラムを完結させるのではなく，同じ飛行ロボット（自律滑空機）を題
材とした授業を行う複数大学が合同で締めくくりの競技会を実施する意義は大きい。このとき，具体
的な授業の実施方法は各大学等が自主的に判断し，結果として複数大学の実施方針に適切な相違点が
ある方が，目標に到達するためのアプローチの相違点などから工学的な気づきを促進し，効果的であ
ることが設問（3）および設問（7）のアンケート結果から読み取れた。このような傾向は著者らの知る
限り今まで知られておらず，今後の実習型教育の展開に関する重要な知見を与えるものと考える。
C ）一方で，競技会も含めたこの授業の改善点がアンケート結果から複数示されていた。1 つ目は設問
（5）の回答からわかるように，時間的制約，経済的制約のもとで，全ての理論的項目の十分な摺合せ
は不可能であり，取捨選択なども必要な場合がある。さらに，時間的制約の中で制御工学が他の理論
から離れて検討されているチームが見受けられた。すなわち，本来ならば，機体設計データに基づき
理論的見地から適切な制御ゲインを求め，機体実装後の飛行検証データ等を基にゲイン調整すべきと
ころ，全面的に現場での試行錯誤によるゲイン調整となるケースが多く見られた。
D ）2 つ目は正規の授業時間中と別の時間帯に競技会を行うに際しての注意点もアンケート結果から明ら
かになった。設問（6）および設問（10）の回答からわかるように，このような教育で得られる経験か
ら本イベントを評価する一方で，学生の負担が増えることに関する懸念を示す回答が多くみられてお
り，得られる成果と学生の負担のバランスを考慮する必要がある。また，授業外のイベントとなる点
については参加者の参加意思確認が重要である点がアンケート結果より得られた。
E ）3 つ目は，初期条件を与える離陸台についての改善である。設問（3），設問（7）および設問（8）などか
ら，競技会として開催する上では初期条件の明確化または離陸台の改善などに取り組む必要がある。
F ）アンケート結果によらない独自の考察ではあるが，日帰りの競技会にまとめるなど運営の効率性や，
参加者の交通費負担など実施コストの観点からも，「東海地区」程度の規模の中から合同競技会の
パートナーを形成するのが効果的である。参加校の追加を求めるアンケート回答に応える際には考慮
が必要である。
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5．今後の東海 CS の課題
前章における結論を踏まえ，今後の東海 CS の課題をまとめると次のようになる。
Ⅰ．2022 年度以降の東海 CS において他の大学・高等専門学校等が合同競技会への参加を希望する場合に
は，上記 B ）の主旨に即し，適切な制約条件を設けた上で，具体的な実施方法は各大学等が自主的に
判断できるような実施体制である必要がある。
Ⅱ．上記 C ）に関連し，機体設計と制御系設計の連携強化が必要である。そのために，制御ゲインの設計
に際して，計算機援用設計ツールとして代表的な MATLAB/Simulink［11］や，運動解析ソフトウェア
KMAP［12］の導入を検討する。
Ⅲ．上記 D ）に関する対応として参加学生の負担増への懸念に対応するため，成果とのバランスの考慮や
参加者への意思確認を適切かつ確実に行う必要がある。
Ⅳ．上記 E ）で指摘しているような，競技会として公平性を保つためには，初期条件の明確化や離陸台の
改良等を行う必要がある。
6．ま

と

め

大学の機械航空工学系学科において現在望まれている体験型教育プログラムに関して，本論文では最近，
名大と岐大で始められた「飛行ロボット（自律滑空機）」の設計・製作・評価を行うプログラムについて紹
介した。そして，両大学で行われている授業の連携を行い，両授業の相違点から両大学学生の教育効果を向
上させるための第一段階として，2021 年 9 月 29 日に岐阜メモリアルセンター「ふれ愛ドーム」にて初めて
行われた合同競技会「東海 CS」について報告した。このような複数大学の連携に基づく教育効果と今後の
課題について考察し，具体的な実施方法は各大学等が自主的に判断し，結果として複数大学の実施方針に相
違点がある方が，目標に到達するためのアプローチの相違点などから工学的な気づきを促進し，効果的であ
ることを説明した。今後，さらなる教育効果を得られる取り組みの実施に向けて，今回得られた課題に対処
していく。
また，東海機構では，これに関連した取り組みとして，両大学が連携して，航空機産業に関わる設計技
術・生産技術・飛行実証技術を一貫して習得・実体験できる教育プログラム「航空宇宙設計・生産融合人材
育成プログラム」を 2021 年 4 月より本格実施しており，本取り組みで得られた知見もこのプログラムの推
進のための示唆を与えると考えている。
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建築分野におけるドローンに係る基盤開発と
建築物点検・調査へのドローン活用
宮内

博之＊1

国立研究開発法人建築研究所材料研究グループ＊1
建築分野におけるドローンの現状を総論としてまとめた技術情報が必要な時期となり，本研究では建
築分野における産官学領域におけるドローンの環境整備の変遷，各建築部門のドローンの活用状況につ
いて整理した。また，建築物の点検・調査におけるドローンの安全対策，調査精度，効率性・経済性に
ついて，実証実験の結果により考察した。日本建築学会における論文数について，点検に関わるドロー
ンの活用が最も多い。著者が掲げた 2017 年当時のドローンの展望と比較した結果，建築物の点検・調
査の安全マニュアル等は整備されたが，外壁調査を対象としたドローン操縦への対応については未整備
である課題が示された。建築物の点検・調査におけるドローンの安全対策については，2 点係留装置及
び MR を利用した技術が有効であることを示した。ドローンによる点検の調査精度，効率性・経済性
については調査物件の要求条件に応じてカメラの選定をし，適切に運用することで優位性があることを
明らかにした。定期報告制度に関わるガイドラインの運用においては，ドローンを含めた機器の実装と
ドローンによる赤外線調査が可能な操縦者の育成が必要と考えられた。

Keywords: ドローン，建築分野，基盤開発，建築物，点検・調査

Infrastructure Development of Drone in the Architectural
Field and Utilization of Drone for Building Inspection
Hiroyuki Miyauchi＊1
Department of Building Materials and Components, Building Research Institute＊1
For social implementation of drone, it is important to discuss technical information that comprehensively
summarizes the current state of drone in the architectural field. In this paper, the transition of infrastructure
development for drone in government-academia-industry and the utilization situation of drone in the
architectural field are summarized. In addition, safety, inspection accuracy, workability and economic
efficiency for a building inspection were evaluated by developing technology and their tests. Finally, in order
to operate the guideline related to the regular reporting system for external wall inspection of building, it is
necessary to develop the implementing equipment related to drone and to teach a technician who can
conduct infrared inspection by drone.

Keywords: drone, architectural field, infrastructure development, building, inspection

1．は

じ

め

に

2015 年の航空法改正以降，建築分野においてもドローンの導入と活用が検討され始めた。しかし，建築
分野では社会的環境が複雑であるため，ドローン環境整備に多くの時間を要する。例えば，ドローン分野で
は国が初期段階で官民連携を推進し，ドローンの政策決定や基準の作成を行うトップダウン式の取り組み方
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法が一般的である。一方，建築分野では社会のニーズや課題に対して民間が個別に技術開発を行い，その
後，課題や技術が一般化された段階で国が政策決定や基準の作成を行うボトムアップ方式の取り組み方で進
める傾向があり，その間にタイムラグが生じる。また，建築分野と社会構造的に最も近い土木分野との比較
においては，橋梁・道路・ダム等の土木構造物は国が管轄しているが，建築物の多くは民間が管理している
ため物件対応となる。さらにドローンによる建築物の点検・調査対象となる屋根・外壁の材料や構法は多様
であり，その劣化・変状のパターンも多岐にわたる。そして，建築分野におけるドローン活用において最も
配慮すべきことは，生活する人々や都市空間において十分な安全対策やプライバシー保護等を行うことが前
提にある。これは小型無人機に関する関係府省庁連絡会議［1］で検討されている「空の産業革命に向けた
ロードマップ」や飛行レベル 4（有人地帯・目視外飛行）への環境整備の状況から判断しても，建築分野に
おいてドローンを活用することへのハードルが高いことが分かる。このように，建築分野におけるドローン
の活用や社会実装を図るためには，建築独自の取り組み方で進めていく状況となる。
これら社会的背景を踏まえて，本研究では建築分野における産官学領域におけるドローン環境整備の変
遷，各建築部門におけるドローンの活用状況を整理した。また，建築物の点検・調査におけるドローンの安
全対策，調査精度，効率性・経済性について実証実験の結果により考察した。最後に定期報告制度における
赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン［2］を踏まえて，今後の課
題についてまとめた。
2．建築分野における産官学領域のドローン環境整備
ドローン分野における国のドローン環境整備を基軸として，表 1 に建築分野における産官学領域のドロー
ン環境整備の変遷を示す。建築分野におけるドローンの活用は 2010 年代前半にも見られるが，組織的なド
ローン活用の検討は 2015 年 12 月の航空法改正からスタートしたと判断される。その第一歩となった組織的
な取り組み（個別のドローンの活用は除く）は，表 1 中の 2016 年度建築研究所における指定課題「RC 造
建築物の変状・損傷の早期確認と鉄筋腐食の抑制技術等に関する研究」と考えられ，当時，航空法改正を受
けて建築側のドローンの環境整備が必要との判断に至り，建築研究所を主導とした建築分野におけるドロー
ン活用の検討が進められた。
その後，ドローンの社会実装を進めるため，2016 年度に日本建築学会材料施工委員会において建築とド
ローン関係者から構成された「UAV を活用した建築保全技術開発 WG」が設置された。本 WG ではドロー
ンの技術を活用し，建築外皮の変状や損傷を簡易的かつ効率的に診断するために必要となる技術的情報を収
集・整理し，ドローンの性能や問題点の把握，運用方法，並びに技術的・法的側面からの適用範囲等につい
て検討された。その後，この WG 活動の中で建築に携わる関係者がドローン技術の現状と課題を把握でき
るプラットフォームを作ることが必要不可欠であるとの段階に至り，「建築ドローンシンポジウム」
［3］が企
画・開催された。2017 年第 1 回シンポジウムでは“建築ドローン技術のプラットフォームの構築”が，
2018 年第 2 回シンポジウムでは“ドローンによる建築物の点検・調査”が，そして 2019 年第 3 回シンポジ
ウムでは“平常時から災害時までのドローン活用最前線”がテーマとして取り上げられた。そして，2021
年には日本建築学会大会において各建築部門の関係者が参加対象とされている研究協議会が開催され，“ド
ローンの社会実装”と題して，ドローン技術の動向，安全確保，各部門領域（施工管理，外壁調査，建築設
備，災害分野）の活用と課題について紹介され，ドローン技術の有効性や社会実装について議論された。ま
た，日本建築学会災害委員会において，2018 年度に「災害調査における UAV 利活用の可能性検討 WG」が
設置され，ドローンを用いた災害調査に関わる基礎的情報を整理し，ドローン機能や性能，ドローンを取り
巻く法規制等の関連情報の調査を行うことを目的として活動がスタートした。このように，学術分野（日本
建築学会）において，建築分野内における各建築部門の連携だけでなく，ドローン分野と建築分野の関係者

建築分野におけるドローンに係る基盤開発と建築物点検・調査へのドローン活用
表1

建築分野における産官学領域のドローン環境整備の変遷
建築分野におけるドローン環境

参考：ドローン分野にお
年度 ける国のドローン環境整
備（重要項目）
2015
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国交省住宅局・国プロ
（建築）

学術分野
（日本建築学会）

産業分野
建築研究所
（日本建築ドローン協会）

・4 月：首相官邸無人機
落下事件
・12 月：航空法改正

・空の産業革命に向けた
2016
ロードマップ策定→レ
ベル 1：目視内操縦飛
行，レベル 2：目視内
・国交省建築基準整備促
で自動飛行
2017
進事業 T3 による建築
物の定期調査報告制度
（法 12 条）整備→「定
→レベル 3：無人地帯目
期報告制度における赤
視外飛行
外線装置法による外壁
調査実施要領（案）
」及
2018
び「ドローンを活用し
た建築物調査実施要領
（案）」策定

・UAV を 活 用 し た 建 築
保 全 技 術 開 発 WG 設
置・活動
・第 1 回建築ドローンシ
ンポジウム企画開催
（発表数：8 題）
・ドローン技術活用小委
員会設置・活動
・災害調査における UAV
利活用の可能性検討
WG 設置・活動
・第 2 回建築ドローンシ
ンポジウム開催（発表
数：9 題）

・指 定 課 題
「RC 造建築
物の変状・
損傷の早期
・日本建築ドローン協会
確認と鉄筋
設立
腐食の抑制
技術等に関
・建築ドローン安全教育
する研究」
講習会開催
実施
・「居住者から見た建築
物調査時等のドローン
の評価手法研究会報告
書」公表

・国 交 省（ イ ン フ ラ 分 ・首相官邸成長戦略実施 ・第 3 回建築ドローンシ ・「建築ドローン標準業 ・指 定 課 題
野）：「新技術利用のガ
計画：赤外線装置を搭
ンポジウム開催（発表
務仕様書（案）
【点検・ 「 建 築 材 料
イドライン（案）」及び
載したドローンを外壁
数：19 題）
調査編】
」制定
の状態・挙
2019
「点検支援技術性能カ
調査に使用可能かを検
・建築ドローン安全教育
動に基づく
タログ（案）」策定
討
講習レベルアップ研修
RC 造 建 築
会開催
物の耐久性
評価に関す
・NEDO 事 業「 ド ロ ー ・災 害 調 査 に お け る ド ・NEDO 事 業・ 近 接 調
る研究」実
ン等を活用した建築物
ローン利活用検討小委
査用ドローンシステム
2020
施
の外壁の定期調査に係
員会設置・活動
開発
る技術開発」
・9 月：係留に関わる航 ・建築物の定期調査報告 ・日本建築学会大会研究 ・ドローン×赤外線調査
空法改正
制度に関わる告示改正
協議会「ドローン技術
コンソーシアム設置・
・無 人 航 空 機 の 機 体 登 （法 12 条）
の社会実装に向けて」 活動
2021
録，機体認証，操縦ラ ・「無人航空機による赤
開催
イ セ ン ス， 運 航 管 理
外線調査等の外壁調査
ルール等の制度整備→
ガイドライン」策定
レベル 4：有人地帯目
2022
視外飛行

がドローンをキーワードとして研究を取り組む新しい融合研究のスタイルが生まれた。
一方，建築分野における国のドローン関連事業については国土交通省住宅局により実施された。初めにド
ローンに係る事業に至る前の背景から説明する。20152016 年度に国土交通省建築基準整備促進事業 T1「湿
式外壁等の敵調査方法の合理化の検討」
［4］が実施された。その事業を推進する 3 つの委員会の一つである
「はく離検知器・装置の調査委員会」では，タイル外壁を診断するためのはく離検知器・装置の使用実態調
査を行い，はく離検知性能やその他の要件などを明らかにした。その結果，装置に要求される性能として，
人との優位性，精度，コスト，スピード，記録，天候，多様な壁に対する適用性の 7 項目の性能が要求され
るとの提言がなされた。そして，今後の展望として 7 項目の要求性能に対してドローンの活用は有効である
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と指摘された。T1 の後継事業として，20172018 年度国土交通省建築基準整備促進事業 T3「非接触方式に
よる外壁調査の診断手法及び調査基準に関する検討」
［5］として実施され，建築基準法に関わる初めての国
のドローン関連事業となった。本事業の背景として，建築基準法第 12 条における建築物の外壁調査に関し
て，竣工から 10 年を経過した建築物については全面打診等による調査及び報告が求められるが，仮設足場
等の設置の負担が大きいことから，赤外線装置を搭載したドローンによる効率的な調査方法が取り上げられ
た。本事業では，ドローン搭載の赤外線装置により外壁調査の診断精度等に関する整理・検証が行われ一定
の成果が得られたが，赤外線装置の性能に加えてドローン飛行の安全性や安定性等の複合的な影響により，
外壁調査における精度や運用の課題が示された。
これら課題に関連して，当時の首相官邸・未来投資会議の中で「デジタル市場のルール整備と将来の規制
の精緻化」
［6］の政策の一環として，
“建築基準法に基づく建築物の外壁の調査について，赤外線装置を搭載
したドローンによる調査を将来位置づけることができないか検討する”と提示された。この国の提言に対し
て，2020 年度に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から「ドローン等を活
用した建築物の外壁の定期調査に係る技術開発」が公募された。建築研究所は本事業の採択事業者と個別の
共同研究契約により研究を遂行した
［7］
。本事業では外壁調査に関わる赤外線装置搭載ドローンを開発する
とともに，建築物や調査環境の条件を変数として打診法による調査との比較検証が行われた。また，開発し
た赤外線装置搭載ドローンを活用した建築物外壁調査の実施マニュアル（案）が作成された。
このように，赤外線装置を搭載した無人航空機による調査によりテストハンマーによる打診と同等以上の
精度で浮きを検出することが可能であることが示され，2022 年 1 月に平成 20 年国土交通省告示第 282 号が
一部改正され，同年 3 月に建築基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行の技術的助言が発出された
［8］
。また，日本建築防災協会が設置した学識経験者等による委員会「赤外線装置を搭載したドローン等に
よる外壁調査手法に係る体制整備検討委員会」において取りまとめられた「定期報告制度における赤外線調
査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン」
［2］も作成された。
建築分野における産業領域については，官学におけるドローンの実装先として組織化が検討され，建築ド
ローンの団体として 2017 年 9 月に日本建築ドローン協会（略称：JADA）が設立された。JADA において，
ドローンの活用に関わる基礎知識，ドローン技術と安全運用，建築物の施工管理と点検・調査におけるド
ローンの安全活用の章から構成された「建築物へのドローン活用のための安全マニュアル」が作成された。
また，本マニュアルを教材とし，2018 年に「建築ドローン安全教育講習会」
［9］が実施されている。さらに，
JADA で定義している建築ドローン飛行管理責任者の役割と実務を学ぶ「建築ドローン安全教育講習レベル
アップ研修会（建物調査編）」
［10］も実施されている。2019 年には「居住者から見た建築物調査時等のドロー
ンの評価手法研究会報告書」
［11］が公表され，また「建築ドローン標準業務仕様書（案）【点検・調査編】」
［12］
も制定された。なお，本仕様書（案）はドローンを建築物の点検や調査に利用する際の標準的な方法を
定めたものであり，発注者がドローンを使用する受注者に対して指示する事項を想定している。
以上のように，建築分野における産官学領域のドローン環境整備は，ドローン分野の環境整備に準拠し参
考にしながら，建築独自の基準や事業が展開されている。
次に，建築分野におけるドローンの活用事例について，日本建築学会大会においてドローンに関して発表
された論文数（本文におけるドローン引用の論文は除く）を調査した結果を表 2 に示す。2015 年の法改正
以降に論文数が増加しており，点検，特に外壁点検・調査に関わる研究事例が最も多い。これら理由とし
て，外壁点検・調査の目視調査に代わる技術としてドローンの活用が期待されいていることや，建築分野に
おけるドローン環境整備も影響しているものと推察される。また，災害におけるドローン活用に関わる論文
もあり，ドローンにより被災地域を俯瞰的に撮影する，あるいは避難誘導にドローンが使用された事例が示
されている。また，それ以外の建築部門でのドローン利用はこれから増加していくものと思われるが，工事
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年度
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合計

点検

災害

都市

工事

環境

輸送

文化

2012

0

0

0

0

0

0

1

1

2015

0

0

3

0

0

0

0

3

2016

3

0

0

1

0

0

0

4

2017

6

3

1

1

3

1

0

15

2018

11

3

0

1

0

1

0

16

2019

8

3

0

0

2

0

0

13

2020

7

3

0

0

1

0

2

13

2021

14

5

0

2

2

1

0

24

合計

49

17

4

5

8

3

3

89

※「ドローン・UAV・無人航空機」をキーワードにした研究テーマ

（施工管理）については表 2 の論文数では示されない領域と考えられ，実際には現場工事内の管理下でド
ローンが利用されていると推察される。
3．建築物の点検・調査におけるドローンの安全対策，調査精度，効率性・経済性
3‒1

建築物の建築保全とドローンの点検・調査水準について

建築物の点検・調査について，2021 年に発行された日本建築学会「建築保全標準・同解説（JAMS 1-RC，
JAMS 2-RC）
」
［13］によると，
「点検とは，建築物の変状の有無を把握し，建築物の保全に資することを目的
とする。
」としている。この保全は「建築物の全体または部分の機能及び性能を，使用目的及び要求に適合
するよう維持または改良する諸行為」と定義されいる。点検は「建築物の変状の有無を把握する行為」，調
査は「劣化及び不具合の程度の評価，補修・改修の要否の判定，補修・改修の設計及び工事，ならびに補
修・改修後の保全のために必要な情報の収集・整理・確認を行うこと」と定義されいる。つまり，点検や調
査は，建築物の維持保全を行うための一つの行為であるため，それ自体が目的となってはならないことを意
味している。
建築保全標準に準じた考え方の例として，著者が 2017 年度日本建築学会大会学術梗概集「UAV を活用し
た建築保全技術開発に関する研究（その 1：UAV の技術動向と建築分野での活用と課題）」
［14］において提
示した「図 1 ドローンを活用した建築保全技術（案）」を用いて説明する。図 1 は前述の表 1 で示された建
築分野におけるドローンの産官学領域の基盤が創成される前に作成された概念図である。本論文中では“現
段階の技術水準では，足場の準備を必要としない 1 次診断である目視検査に変わる可視カメラや赤外線カメ
ラの活用が有効と考えられる。これら UAV を活用するためには，UAV 操縦技能，飛行安全運用，診断・評
価基準，データの活用について総合的に検討し，建築物に対応したマニュアル・ガイドライン等の作成が必
要と考えられる。
”と記述している。ここで，図 1 に対する現在の達成度を確認することにした。現在のド
ローンによる技術の多くが 1 次診断に属し，2 次診断は 2021 年度に前述の建築基準法 12 条点検における定
期報告制度においてスタートした段階にある。これより，補修・改修に至るドローンの利用や支援にまでは
至っていない。一方，安全運用マニュアルにおいては，日本建築ドローン協会における「建築物へのドロー
ン活用のための安全マニュアル」
［9］が該当し，診断・評価基準マニュアルは例えば，日本建築防災協会に
おける「定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドラ
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既存診断技術
1次診断
（目視診断）
ドローン技術

安全運用マニュアル

教育・資格
制度

①予備調査：周辺環境や建物情報の収集

2次診断
3次診断
（非破壊診断） （破壊診断）
支援

1回目
補修・
改修

2回目
補修・
改修

本体＋計測器

①事前/予備

撮影データ

図1

②調査検証：既存劣化調査とドローン調
査の比較検討

③詳細調査1：
高解像度カメ
ラによる調査

カメラ撮影 非破壊診断

ドローン操縦
＋
運航管理

分析データ

博之

④詳細調査2：
ドローンによる
近接調査
③詳細1

履歴記録

分析のフィードバック

管理会社・居住者
へ提供

診断・評価基準マニュアル

利活用マニュアル

ドローンを活用した建築保全技術（案）
［14］

カメラ ②検証

④詳細2

図 2 建物調査診断方法（案）
［14］

イン」
［2］等が該当する。利活用マニュアルについては，例えば，前述のガイドラインや日本建築ドローン
協会における「建築ドローン標準業務仕様書（案）
【点検・調査編】」
［12］，「居住者から見た建築物調査時等
のドローンの評価手法研究会報告書」
［11］等が該当する。カメラ撮影等の機器については，可視カメラであ
れば市販のドローン搭載カメラを活用できる状況にあり，赤外線カメラであれば，例えば NEDO 事業で開
発した赤外線装置搭載ドローン［7］が有効である。撮影データ及び分析データについては物件対応となるが，
原則としてドローンの活用の有無に関わらず，既存の調査・診断で求められている要求条件を満足する必要
がある。これより，マニュアル・ガイドラインについては限定された範囲においては整備されつつある。一
方，ドローン操縦＋運航管理について，管理者は，日本建築ドローン協会が定義する「建築ドローン飛行管
理責任者」あるいは「定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁
調査ガイドライン」において定義されている「ドローン安全調査管理者」が運航管理者に該当する［2］。し
かし，建築物の外壁点検・調査に対応したドローン操縦者については，具体的に定義はされておらず，早急
に検討すべき重要な課題となっている。
同様に 2017 年度日本建築学会大会学術梗概集［14］で提示した建物調査診断方法（案）を図 2 に示す。本
調査方法で重要となるのは予備調査となる。予備調査では建築物の周辺環境や建築物の情報を収集し，既存
調査，ドローンによる調査，或いは両方の調査で実施するかを判断するために実施される。なお，建築物の
周辺において障害物がない場合は建築物から安全な距離まで離れて高解像度カメラ等を利用して調査をする
ことになる。一方，都市部では建築物からの離隔距離を確保できない場合が多く，壁面から 5 m 程度の近
距離でドローンによる調査を行う必要がある。近接調査においては，2021 年 9 月の航空法改正［15, 16］によ
る十分な強度を有する紐等を係留し，飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等
を飛行させる場合は，原則，許可・承認が不要となり，外壁調査の普及のきっかけとなっている。
以上のように現段階における建築物の点検・調査の水準は表 3 に示す通り，1 次調査・2 次調査の段階に
ある。これより本研究で対象とするドローンによる調査は，1 次調査である可視カメラにおける目視点検・
調査，2 次調査である可視カメラによる計測あるいは赤外線装置を搭載した調査とした。また，建築物への
ドローンの安全な活用については図 3 に示す 4 つの区分に大きく分けられる。ドローン活用のメリットは
主に経済性・効率性によることが大きく，調査精度や安全性の確保が軽視される傾向がある。この安全の確
保については近隣住民，建築物の調査関係者，建築物，周辺の近隣インフラ等多岐にわたり，これら条件が
満足した形で調査精度や効率性・経済性を追求していくことが前提となるため，ヒエラルキーとしては，安
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表3
水準
1 次調査
2 次調査

3 次調査
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建物調査におけるドローンの調査水準

既存調査

ドローンによる調査

目視点検等（目視，触診等）

⇒

非破壊・詳細調査（変状，亀裂等の測定）

⇒

打音検査（足場，高所作業車等）

⇒

近接・接触調査（狭所空間ドローン，打診等）

⇒

接触・微破壊調査（削孔調査等）

微破壊試験等による直接診断（圧縮強度，引張
試験等）

非接触：俯瞰的調査（可視画像，映像）
非接触：詳細調査（可視・赤外線カメラ等によ
る測定）

Ⅳ．経済性

近隣住民

Ⅲ．効率性

建築物の調査関係者

Ⅱ．調査精度

建築物

Ⅰ．安全の確保（最優先）

周辺の近隣インフラ

要求事項と優先順位

安全確保の対象

図3

建築物へのドローンの安全活用

全の確保＞調査精度＞効率性・経済性となる。ここで，本研究では図 3 に示されている安全対策，調査精
度，効率性・経済性について各種提案と技術開発を行い，その技術に対して実証実験により検証を行った。
3‒2

建築物の点検・調査におけるドローンの安全対策

ドローンを用いた建築物の外壁点検・調査においては，GNSS の使用が困難であること，電波障害，高層
建築物になるほど外壁とドローン間の目視確認が難しいこと等からドローンによる壁面衝突或いはフライア
ウェイ等のリスクが高まる。これより本研究では 2 点係留装置を利用したアナログ技術による解決法
［17］
と，MR（複合現実）を利用したデジタル技術［18］による解決法の 2 つの技術提案を行い，実証実験により
その性能の検証を行った。なお 2 点係留装置とは，外壁面から一定の離隔距離を設けて，建築物の屋上等上
方と地上間の 2 点を十分な強度を有する紐等（主索）を一定の緊張力で固定し，その 2 点間（主索間）にお
いてドローンを係留して上下に飛行させる安全装置である。
3‒2‒1

2 点係留装置の利用

アナログ技術の例として，ドローンに 2 点係留装置を利用した安全技術の概要と結果について以下に示
す。使用した実験棟の立面図及び飛行ルートを図 4 に示す。地上には固定台を設置し，地上高さ 14.5 m の
位置にあるバルコニーには全長 5 m のブラケットを 1 本設置した。また固定台とブラケット間にラインを
張り 5 kgf の張力を与えた。ラインとドローンの接続部分には専用治具を装着し，治具にラインを上下に通
す構造とし，ラインの係留によりドローンの上下以外を制動した。操縦者は固定台からブラケット高さの位
置まで操縦し，ドローン搭載カメラにより壁面一面を撮影した。なお，GNSS 及び衝突防止センサは適用し
なかった。
ドローンを使用した通常の点検方法（以下，通常方式）と 2 点係留装置の方式を比較し，表 4 に建築物の
壁面に対する飛行軌跡を矢印で示した側面画像とその時の壁面の合成画像を示す。側面画像を比較すると，
通常方式では蛇行しているが，2 点係留装置の方式ではほぼ直線状の飛行となり，ドローンは飛行中に前後
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バルコニー
バルコニー
終点

17.3m

14.5m

14.5m

17.3m

ブラケット

ドローン

始点

①
②③
6階建て建物外壁立面図
図4

固定台

2 点係留装置を利用した場合のドローンによる外壁点検状況

表4

壁面離隔における飛行軌跡と撮影した画像の合成結果

係留装置なし（通常方式）

飛行軌跡（側面画像）

画像精度（正面画像）

2 点係留装置を利用

飛行軌跡（側面画像）

画像精度（正面画像）

及び左右方向の揺動を抑制され，壁との離隔を一定に保持することができた。また，取得した画像について
は，通常方式における合成画像ではドローンの飛行の影響により壁面左側に歪みが認められたが，2 点係留
装置の方式ではその影響が見受けられなかった。これより，2 点係留装置の利用は壁面への衝突やフライア
ウェイへの影響を低減させるだけでなく，撮影精度を確保するために効果的な技術であることが示された。
加えて，操縦者にヒアリングをした結果，2 点係留装置は壁との離隔を一定に保ち，壁面への衝突や操縦不
能に陥る危険性が軽減されため，通常方式に比べて心的ストレスが少ないことが分かった。
3‒2‒2

MR（複合現実）の利用

デジタル技術の例として，本研究で開発した MR（複合現実）を利用したドローンによる飛行管理技術を
示す。本研究ではウェラブルデバイスである HoloLens を利用し，MR による仮想空間の飛行ルートを設定
して安全なドローン飛行が可能となる技術開発とその性能検証を行った。ウェアラブルデバイスにデータを
表示する方法は，図 5 に示すようにドローンが受信した GNSS 情報及びカメラ情報を Wi-Fi ルータを介し
PC 上で情報集積及び制御し，ウェアラブルデバイスと送受信することで実現している。また，ウェアラブ
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GNSS制御
ドローン
HoloLens

ドローン管理用PC
ルーター

HoloLensにより
ルート設定と可視化

MR可視化用PC
図5

MR 技術構成図

図6

外壁点検における HoloLens 内でドローンの
飛行ルートを確認・操縦する様子

ルデバイス装着者から見える映像を図 6 に示す。ドローンを操縦すると，GNSS 情報によって飛行軌跡がリ
アルタイムでウェアラブルデバイスに描画される。予め，飛行の目安として建築物から 5 m の位置に配し
たメッシュと飛行経路を設定し，ドローンを操縦することで仮想空間情報と比較した場合，飛行の精度にど
の程度差があるのかを可視化できる。図 6 中に示す黄色の線が設定飛行ルートであり，紫色はドローンが
飛行した軌跡を示している。なお，このウェラブルデバイスは操縦者だけでなく，操縦者に飛行場所を指示
する者も利用することで飛行の安全性はさらに高まると考えられた。
3‒3

建築物の点検・調査におけるドローンの調査精度

建築物点検・調査時の変状・劣化の判断基準に応じて要求されるカメラの撮影精度も異なるため，性能を
満足したカメラを選定することが重要となる。そして，撮影方法とその後の画像処理方法も撮影精度に影響
を与える要因となる。これら要因を確認するために，本研究では高解像度可視カメラをドローンに搭載し，
建築物外壁・屋根における変状の視認性を検証するために実証実験を行った［19］。可視カメラは汎用的に使
用されている 2000 万画素のカメラと，解像度の上限値である 1 億画素のカメラを用いた。2 種類のカメラ
の性能値を表 5 に示す。1 億画素カメラは 2000 万画素カメラと比較した場合，理論上の分解能である 1
mm/px を満足する撮影距離は 2 倍以上となり，1 枚の撮影面積は 4.7 倍大きい。次に，図 7 に示すように
建築物外壁にクラックスケールを貼り付け，ドローンをホバリングさせた状態で撮影した場合の両カメラの
視認性の結果を図 8 に示す。撮影距離 5m において 2000 万画素は 1.5 mm 幅を目視することは難しい。1 億
画素についてはクラックスケールの元画像よりは幅の端部が不鮮明になるが，幅 0.25 mm 程度までは目視
確認が可能である。
表5

分解能 1 mm/px を満足する撮影距離と撮影範囲

性能

1 億画素カメラ

2000 万画素カメラ

距離

32.6 m

13.7 m

撮影範囲

縦 8.7 m×横 11.6 m

縦 5.3 m×横 4.0 m

視野角

15.2°

16.4°

クラックスケールをスキャナーで読み込んだ元画像

クラックスケール

1 億画素カメラの場合（撮影距離 5 m の場合）
1億画素カメラ
2000万画素の場合（撮影距離 5 m の場合）
図7

ドローンによる撮影状況

図 8 撮影した画像の視認性の検討
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次にドローン搭載 1 億画素カメラを用いて，屋根面の変状観察と定量化について実証実験により確認し
た。具体的には画像分解能 1 mm/px となるように屋根面から高さ 33 m の位置から，ドローンに搭載した 1
億画素カメラにより防水シートの撮影を行い，変状の測定が可能かの判断を行った。ドローンの飛行方法は
予め PC 上で飛行ルートを設定し，自動飛行により撮影した画像を 3 次元モデルに変換した結果を図 5 に示
す。図 9 上図では防水シート上に 4 カ所の排水経路が確認できる。ドレン廻りの状況，表面の亀裂，補修
の状況と位置，そして長さ等の測定も可能である。そして，屋根面積の計算をすることにより，補修改修時
の判断材料として使用できると考えられる。次に，上空 33 m から撮影した場合の垂直面の画像精度につい
て飛行実験により確認した。建築研究所ばくろ試験場の上空から画像分解能 1 mm/px の精度で撮影し，そ
の 3 次元モデルの結果を図 10 に示す。視野角 15.2°を条件とした場合，外壁タイル張りの表面状況を計測

屋根全面の状況

亀裂
ドレン廻りの状況確認

補修部
屋根面積の計算
防水接合部の亀裂と補修部

図9

3 次元モデルと劣化情報の抽出（1 億画素）

建築研究所ばくろ試験場

図 10

外壁タイル張りの拡大画像

上空から撮影した垂直面の 3 次元モデルの精度（1 億画素）
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することができ，撮影角度を検討することで空撮からでも画像情報を取得することが可能と考えられる。
以上より，建築物の点検・調査においては撮影対象物や要求条件に応じて適切なカメラの選定をした上
で，ドローンで撮影した後の画像の処理方法等の検討を行うことが重要となる。
3‒4

建築物の点検・調査におけるドローンの効率性・経済性

既存点検とドローンによる点検の効率性・経済性の比較検討を行った［20］。対象建築物は建築研究所 6 階
建て建築物（幅 7.3 m，奥行き 5.0 m，高さ 17.3 m）とした。点検・調査の種類については図 11 に示すよ
うに高所作業（目視点検），地上からの撮影点検（カメラ撮影），そしてドローン撮影点検（カメラ撮影）の
3 水準とした。高所作業車については外壁面 4 面に対してバケットに搭乗し，点検者が目視で確認し，点検
表で記録しデジタルカメラで撮影する方法とした。地上撮影点検については，カメラの最大仰角を 45°とし
撮影を行った。ドローンによる撮影点検については，ドローンの飛行ルート上でカメラのインターバル撮影
をした後，点検者が撮影画像データから劣化等を判別した。
表 6 に各点検における調査人数及び時間・機材・制限事項の比較をした結果を示す。また，高所作業車
を利用した点検とドローンによる点検におけるコストと時間を比較した場合の結果を図 12 に示す。ドロー
ンによる撮影での点検費用は，高所作業点検より低価格で実施することができた。一方で，ドローンで写真
撮影後の画像処理のコストと時間については，反対に増加し，特に分析作業に多くの時間を要した。表 7
に地上からの撮影とドローンによる撮影を比較した結果を示す。屋根面の画像取得については地上からの可
視カメラ撮影では当然不可能である。また地上撮影場所の範囲が狭く撮影対象物まで十分な距離が確保でき
ない場合，仰角の影響により建築物上部の外壁撮影も困難になる。一方，ドローンであれば対象物との安全
な飛行距離を確保できれば，地上で目視点検する場合と同程度に撮影が可能となる。さらに表 7 中の窓枠
の見え方の写真が示すように，ドローンによる撮影では，対象物の画像サイズや画質を一定に保つことがで
きるため，現場での確認及び撮影後の画像の分析が容易になる。
以上より，ドローンを活用して外壁点検・調査を行うことは効率性・経済性の観点から優位となる。

①高所作業（目視点検）

②地上撮影点検（カメラ撮影）
図 11
表6

条件

③ドローン撮影点検（カメラ撮影）

実験条件

既存点検とドローンによる点検の比較
既存点検

③ドローン撮影点検

①高所作業目視点検

②地上撮影点検

人数

4名

2名

3名

時間

9 ～ 13 時

11 ～ 14 時

11 ～ 14 時

点検時間

2 時間

1 時間

0.5 時間

準備時間

1 時間

0.5 時間

1 時間

機材
制限事項

高所作業車 1 台

カメラ

ドローン，カメラ

（自走式 19 m 級）

（解像度 1,800 万画素）

（解像度 2,430 万画素）

なし

最大仰角 45 度

GPS の受信，風，接触
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(a)コスト比較

16
分析作業
現場作業

30

(b)作業時間比較

14
12

25

時間

コスト（万円）

35

20

分析作業
現場作業

10
8

15

6

10

4

5

2

0

博之

0
高所作業
図 12

ドローン撮影点検

ドローン撮影点検

高所作業とドローン撮影点検におけるコストと時間の比較
表7

比較項目

高所作業

ドローンによる建築物の視認性

②地上から撮影

③ドローンによる撮影

撮影できなかった
範囲
画像撮影
結果
（※）

南面
撮影範囲

東面

西面

北面

南面

81％（撮影距離：7.5 ～ 17 m）
2階

4階

6階

東面

西面

北面

100％（撮影距離：10 m）
2階

4階

6階

窓枠の
見え方

カメラ諸元

カメラ：EOS60D（Canon）

カメラ：α6000（Sony）

※歪んだ画像は専用の画像ソフトで調整（オルソ変換）

4．建築基準法 12 条点検に関わる定期報告制度と今後の課題
「2．建築分野における産官学領域のドローン環境整備」で記述したように，表 8 に示す「建築物の定期
調査報告における調査及び定期点検における点検の項目，方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定め
る件（平成 20 年国土交通省告示第 282 号）」が一部改正され，令和 4 年 1 月に公布，同年 3 月に技術的助言
を発出
［8］
，同年 4 月に施行された
［21］
。また，告示にある打診と同等以上の精度を有する無人航空機によ
る赤外線調査を明確化するため，日本建築防災協会が設置した「赤外線装置を搭載したドローン等による外
壁調査手法に係る体制整備検討委員会」により，表 9 に示す「定期報告制度における赤外線調査（無人航
空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン」
［2］が作成された。本研究では，このガイド
ラインを実運用するためのドローンに係る今後の課題について提示した。
4‒1

課題 1：ドローンによる赤外線調査に関わる操縦者の育成

ガイドラインの策定により，ドローンによる赤外線調査においては図 13 で示される実施体制で進めるこ
とになった
［2, 21］。外壁調査実施者とは，建築物所有者等の依頼のもと，本ガイドラインに基づき外壁調査
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H20 国土交通省告示第 282 号別表（11）
（ろ）調査方法改正，施行：令和 4 年 4 月

開口隅部，水平打継部，斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等（無人航空機による赤外線調査で
あって，テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む。以下この項において同じ。）により確認し，
その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し，異常が認められた場合にあっては，全面打診等（落下
により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。
）により確認する。
ただし，竣工後，外壁改修後又は全面打診等を実施した後十年を超え，最初に実施する定期調査等にあっては，全面打診
等により確認する（三年以内に実施された全面打診等の結果を確認する場合，三年以内に外壁改修等が行われることが確
実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。
）
。

表9

定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン
［2］

1．総則

4．ドローンによる赤外線調査

1.1

目的

4.1

ドローンによる赤外線調査の概要

1.2

適用範囲

4.2

ドローンによる赤外線調査の適用条件の把握及び飛行

1.3

用語の定義

の可否と安全対策の検討

2．実施者
2.1

赤外線調査の実施者

2.2

ドローンによる赤外線調査の実施者

3．赤外線調査

4.2.1

ドローンによる赤外線調査の適用条件

4.2.2

打診との併用の必要性

4.2.3

ドローンの飛行の可否と安全対策

4.3

事前調査
調査計画書の作成

3.1

赤外線調査の概要

4.4

3.2

赤外線調査の適用条件の把握

4.5 調査の実施（打診との併用による確認を含む）

3.2.1

適用条件

4.6 熱画像による浮きの判定

3.2.2

打診との併用の必要性

4.7 報告書の作成

3.3

事前調査

3.4

調査計画書の作成

3.5

調査の実施（打診との併用による確認を含む）

3.6

熱画像による浮きの判定

3.7 報告書の作成

外壁調査実施者
「赤外線調査」の実施体制

「ドローンによる赤外線調査」
の実施体制

赤外線調査実施者

補助者

ドローン調査安全管理者

操縦者

補助者

保安員

外壁調査実施者
：特建調査員等。外壁調査全体の統括，告示に基づく判定を行う。
赤外線調査実施者
：赤外線調査の統括者。熱画像の撮影，分析，浮きの判定を行う。
ドローン調査安全管理者：ドローンの管理・運用に関する統括者。飛行可否判断・安全管理を行う。
図 13

赤外線調査，及びドローンによる赤外線調査の実施体制の例
［2，21］

を実施する 1 級建築士もしくは 2 級建築士又は特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者とされてい
る。赤外線調査実施者については，ガイドラインに基づき赤外線調査を実施する者とされており，これまで
の地上からの赤外線装置法を利用してきた各団体・企業が対応可能である。ドローン調査安全管理者につい
ては，本ガイドラインに基づき外壁調査においてドローンを安全に管理・運用し，ドローンの操縦者へ適切
な指示をする者とされており，例えば，（一社）日本建築ドローン協会において建築ドローン安全教育講習会
の教育を受け，考査を経て合格した者（建築ドローン安全教育講習修了者）が就くことができる。一方，操
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縦者については，本ガイドラインに基づきドローンの操縦を実施する者とされているが，現状はドローンに
よる赤外線調査を担当する操縦者として対応可能な環境や基準が整っておらず，早急にルール作りや技能教
育等の検討が必要となる。
4‒2

課題 2：ドローンによる外壁調査が可能な機器の実装

ドローンによる外壁調査では，壁面から数 m 程度の離隔距離を保持し，非接触方式で変状・劣化調査を
行うことになる。しかし近接調査ではドローンの自己位置推定に用いる GNSS の捕捉が困難となる場合が
多く，壁面への衝突等のリスクが伴う。特に人口集中地区や高層建築物へのドローンの適用については
フェールセーフによる安全対策が必要不可欠となる。これより，「定期報告制度における赤外線調査（無人
航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査ガイドライン」に従ったドローンとしては，図 14 に示す
NEDO 事業
［7］で開発された近接調査用ドローンシステムが理想的である［22］。本システムは近接調査用ド
ローンと 2 点係留装置を含めたシステムから構成され，現場の飛行環境に応じて飛行制御が選択可能となっ
ている。例えば，近隣に建築物等がなく GNSS の捕捉が良好な場合は，飛行制御 1（GNSS 位置情報を使用
しての飛行制御）で飛行させ，GNSS の捕捉が不良な場合は飛行制御 2 として Visual SLAM の位置情報及
び Optical Flow センサ情報を使用しての飛行制御を選択する。なお，飛行制御 1 と 2 はシームレスに自動で
切り替える機能を有している。人口集中地区や障害物が多い場合など，飛行制御 1 と 2 でも飛行が難しい場
合は，飛行制御 3 として 2 点係留装置を使用しての飛行制御を選択することが可能である。
また，人口集中地区での外壁点検では 2 点係留装置の利用は有効である。図 15 に示すようにドローンに
よる外壁調査においては，壁面前には歩道や道路があり，通行人や車両が通行している。各建築物の隣棟間
隔は狭いことが多く，ドローンの飛行難易度はさらに高まる。これより現場の状況に応じて 2 点係留装置等
の係留を利用することで安全・安心な外壁点検・調査を実施することが可能となる。
しかし，現状ではドローン及び係留装置についても実証実験の段階であり，外壁点検・調査に対応可能な
ドローンや赤外線装置の実用化を含めて機器の実装が急務となっている。
※別建物の外壁
飛行制御3：
2点係留装置

係留の紐（赤線で表示）

飛行制御1：GNSS

※通行人

※街灯
※自動車
※道路

小型赤外線装置
（可視カメラ付き）

飛行制御2：Visual SLAM

※狭所飛行場所
調査壁面側

図 14 赤外線装置を搭載した近接調査用ドローンシステム
［7，22］
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と

図 15

人口集中地区での飛行環境（2 点係留
装置を利用）
［7，22］

め

本研究の結果をまとめると以下の通りである。
・建築分野における産官学領域のドローン環境整備をとりまとめた結果，建築分野では民間から国へのボト
ムアップ方式のドローン環境整備により進められる傾向がある。また，ドローンの活用の場は人々の生活
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空間を対象にしているため，ドローンの実装には十分な安全対策と多くの時間を要する。
・日本建築学会大会におけるドローンに関わる論文を集計した結果，2015 年の法改正以降に論文数が増加
し，点検をキーワードにした論文が顕著であり，外壁点検・調査に関わる研究事例が最も多い。
・現在のドローンによる建築物の点検・調査水準は，1 次調査（ドローンによる可視カメラを用いた点検・
調査）及び 2 次調査（ドローンによる赤外線調査）の段階まで到達している。また，建築物の点検・調査
におけるドローン関連の安全運用マニュアル，利活用マニュアルは整備されている状況だが，外壁調査を
対象としたドローンの操縦者の育成については今後の課題と考えられる。
・建築物の点検・調査におけるドローンの安全対策については，2 点係留装置を利用したアナログ技術によ
る解決法と MR（複合現実）を利用したデジタル技術による解決法を提案し，実証実験によりその有効性
を示した。
・建築物の点検・調査におけるドローンの調査精度については，調査対象となる物件の要求条件に応じてカ
メラの選定をした上で，ドローンで撮影した後の画像の処理方法等の検討を行うことが重要である。
・建築物の点検・調査におけるドローンの効率性・経済性については，ドローンによる撮影での点検は高所
作業点検に比べて低コストで実施することができたが，画像処理のコストと時間については増加し，今後
の検討課題と考えられた。
・建築基準法 12 条点検に関わる定期報告制度を踏まえて今後の課題について考察をした結果，ガイドライ
ンに基づいたドローンによる赤外線調査を実施する上で，外壁調査が可能なドローンを含めた機器の実装
及びドローンによる赤外線調査が可能な操縦者の育成が必要と考えられた。
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