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ロボット・ドローンが活躍する省エネ社会の実現プロジェクト

研究開発テーマ︓省エネルギー性能等向上の研究開発／
特殊環境下における連続稼働等が可能な機体の研究開発

株式会社エンルート
平成30年8月24日



１．TBM-KY危険予知活動の徹底
・安全第一として全ての実証実験でTBM-KY（危険予知活動）を実施する
安全対策を怠り、使い方を間違えば大事故に繋がる事を心得る
特殊環境下での無人航空機飛行マニュアル（抜粋）を活用
１．無人飛行機の点検・整備
２．無人航空機の操縦者の選定
３．無人航空機の飛行記録の作成



２．研究開発の目的
「小型無人機の利活用と技術開発のロードマップ」では、利活用分野の

１つに「災害対応分野」があり、以下の対応について期待されている。
◆目視内・・・・・・・・・・・・火災現場の情報収集（空撮、計測等）
◆目視外・無人地帯・・・災害現場における捜索・救助支援、複数機連携
◆目視外・有人地帯・・・発災直後（有人・過酷環境下）の多数機出動
本事業では、「火災現場等の特殊環境下での連続稼働等」が可能な機体の
研究開発を行い、物流、インフラ点検、災害対応等の分野においても応用が
期待できる無人航空機（ドローン）を開発する。



３．研究を進める過程で発見した大きな課題
【火災時に発生する熱風】
 炎から発生する上昇気流は風速12.5m/s以上
 機体が軽いと一瞬で吹き飛ばされる。
 機体が重すぎると落下の危険性がある。
 炎の中は空気濃度が薄くなり、浮力が奪われる。
 火力温度は１, ０００℃あり、特殊加工が必要
 熱風の温度は約８００～４００℃あり、機体の
プロペラや、配線被覆は直ぐに溶解してしまう。

 ドローンの無線機は高温で動作しない。
 煙により、機体の位置が分からない。
 耐火素材では加工が困難でドローン製作は困難
※素材選びとして、金属、珪藻土、マグネシウム等々ガスバーナーで炙り、選択した。

◆通常の機体(飛行後）

◆通常の機体(飛行前）

◆炎の中を飛行する機体



項目

平成29年度計画 平成29年度実績 差異（達成率）

←仕様検討→
←設計ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ・試作→

←実験・評価→

←仕様検討→
←設計ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ・試作→

←実験・評価→

全ての項目に取り組み
要素技術試し、試作機で
実証と評価を繰り返した。
（達成度100％）

１．耐火ドローン開発
(1)断熱メカニズム解明と評価法の確立
(2)ドローン機体設計
(3)設計機体シミュレーション等

熱源から受ける機体の損傷
機器の温度特性を確認し、
熱に強い部材作成から開始

(1)試作機の断熱メカニズム
解明と評価法の確立

(2)試作ドローン機体設計
(3)試作機シミュレーション等

初年度から、試作機を完
成させ、熱風環境で上空
飛行1分間飛行に成功。
当初の見込以上に達成。
（達成度100％）

２．自律制御機能開発
(1)熱源に対する自律制御機能の開発
(2)衝突回避機能の開発
(3)落下時の安全対策機能の開発

AI技術により、発熱量の高
い場所を回避し、万が一落
下した場合の安全対策

(1)熱源に対する自律制御
機能の要素技術
(2)衝突回避機能の研究
(3)落下時の安全対策機能
の試作

熱源のサーモグラフィーを搭
載したドローンで熱源回避
を研究。安全対策に注力。
当初の見込以上に達成。
（達成度100％）

３．耐熱保護された通信機器積載
する方法の開発

自社で無線機の免許取得し、
温度特性を確認

自社で無線機の免許取得し、
温度特性を確認

公的な工事設計認証取
得に成功、温度特性確認
（達成度100％）

４．実証試験
(1)公設試験場等で性能評価
(2) 福島県ロボットテストフィールド等
で実証実験

公設試験場等を使い、福島
県ロボットテストフィールドの事
前実証実験

⑴屋内公認試験場を使い、
10/17,10/18,11/14
2/6,2/7計5回テスト飛行

⑵埼玉県寄居町の事前実
証実験

・埼玉県内の消防機関協力

耐熱温度1,000℃と炎か
ら、発生する熱風環境で上
空飛行1分間飛行に成功
（達成度100％）

４．平成２９年度当初の研究開発計画・実績



５．断熱メカニズムを解析
項目 熱解析 検討した断熱素材 今期対応

フレーム・ボディー 400～800℃ 防火服構造と人工衛星の
ハニカム構造を検討

防火服は1200℃の温度で
17．5秒活動＋アルミ素材

モーター駆動 400～800℃ 耐熱板+セラミック素材塗装 モータ下部に遮熱板

プロペラ 400～800℃ チタン素材とセラミック素材 セラミック系塗装で対応

内部コントローラー 40 ～200℃ 断熱シート素材 ボディー対応で40℃以下

積載カメラ 400～800℃ 石英系の透過フィルム素材 およそ1000℃の高耐熱性を
試験予定

耐火構造として外観をアルミ、耐火服素材、耐火塗装で加工



６－１．（２）平成２９年度の研究開発成果・課題

火山噴火降灰調査

自然災害対応 事例︓土砂崩れ被害状況調査

集中豪雨に起因する土砂災害などの現場では、いち
早く災害場所の状況を把握し、その後の復旧計画を
策定することが重要になる。道路の分断等で、人によ
る調査が容易ではない現場でもマルチコプターを飛行
させ、空撮データから３次元モデルを作成することで、
被害状況をいち早く把握でき、迅速な災害対応を可
能にする。洪水被害や火山被害、土石流による被害

等も同様の方法で災害対策が可能。

過酷環境への耐火構造を実現するためあらゆる素材での実証実験を行った。
安全を第一に考えて地元消防機関への協力を得て多くの実証実験を繰り返し行った。
201７年１２月1４日 埼玉県寄居町桜沢で耐火ドローン２機の耐火試験を行った。



６－２．特殊環境下として、屋外火災を想定した実証実験

災害現場等の情報収集や捜索・救助支援を確実に行うため、過酷環境への耐性向上
を実現するため火災現場等を想定した環境条件で実証実験を行った。
安全を第一に考えて地元消防機関への協力を得て多くの実証実験を繰り返し行った。
2018年1月17日 埼玉県寄居町採石場での耐火試験(ご協力︓深谷市消防様)



災害や火災現場での利用として、赤外線センサーを搭載したドローンであれば
火災現場での状況把握に役立ち、建造物の大きさや被害状況の全体把握を
リアルタイムに救助隊や作業員に伝達することや、消化器の運搬が可能となる。
当社は積極的に消防機関とドローンによる災害の状況を把握するための空中
撮影等の支援活動を実施中であり、画像伝送装置等、消防本部や県警等と
山火事などの総合災害訓練をおこなっている。(ご協力︓秩父消防様)

７．実用化・事業化に向けた実証実験



８．実用化・事業化の見込み及び波及効果
・実用化に向けた安全性への確認作業として
完成した機体は風速試験2~２０ｍ/s
風洞実験室での試験で最大風速２０ｍ/s
にて環境試験

１．耐火ドローン開発
(1)断熱メカニズム解明と評価法の確立
(2)ドローン機体設計
(3)設計機体シミュレーション等

２．自律制御機能開発
(1)熱源に対する自律制御機能の開発
(2)衝突回避機能の開発
(3)落下時の安全対策機能の開発

３．耐熱保護された通信機器積載する
方法の開発

４．公設試験場等を使い、福島県ロボット
テストフィールドの事前実証実験



９．体制図

NEDO
ロボット・AI部

株式会社エンルート
技術開発本
事業本部

株式会社イームズラボ 株式会社先端力学シミュレーション研究所

埼玉大学他

さいたま消防局他

ヤマトプロテック株式会社

推進委員

地元消防機関



１０．実用化・事業化の見込み及び波及効果

事例︓桜島噴火状況調査

使用機器

テクノロジー
・被害状況分析
・復旧計画策定

①伊豆大島崩落現場
安全が確保できる場所から離陸

集中豪雨に起因する土砂災害などの現場では、
いち早く災害場所の状況を把握し、その後の復
旧計画を策定することが重要になる。道路の分
断等で、人による調査が容易ではない現場でも
マルチコプターを飛行させ、空撮データから３次
元モデルを作成することで、被害状況をいち早く
把握でき、迅速な災害対応を可能にする。洪水
被害や火山被害、土石流による被害等も同様の

方法で災害対策が可能。

②土砂崩れ現場上空より撮影

• 自然災害対応

３Dオルソ画像
衛星通信
リアルタイム映像転送

自動航行型マルチコプター
空撮用カメラ



１１．平成３０年度以降の研究開発実施内容
本年度で要素技術について全て確認が出来た事から、来年度は計画通りを予定。
平成31年度末までに試作機2機体を完成させ、福島県ロボットテストフィールド等で
災害現場等の劣悪環境を再現し実証試験を実施する。

項目 中間目標（平成30年度末） 最終目標（平成31年度末）

１．耐火ドローン開発

(1)断熱メカニズム解明と評価法の確立
(2)ドローン機体設計
（フレーム、モーター、プロペラ、
バッテリー、センサー、カメラ、
フライトコントローラー等）

(3)設計機体のシミュレーション等

耐火ドローンの試作品を２機体（50㎝×50㎝
程度と120㎝×120㎝程度）製作し、開発した
全ての機器を搭載する。また、耐熱温度
1,000℃と炎から、発生する熱風環境で上空飛
行時間3分以上を目標とする。

２．自律制御機能開発
(1)熱源に対する自律制御機能の開発
(2)衝突回避機能の開発
(3)落下時の安全対策機能の開発

ドローンに搭載したセンサー等で、耐熱温度の上
限（約1,000℃）を超えそうな場合、機体を熱
源から遠ざけ、自主防衛出来るようにする。

３．撮影カメラを保護し、
火災現場を撮影する
耐熱構造の開発

(1)ドローンに内蔵したカメラを熱源から
保護し、特殊環境下で撮影手法の開発
(2)耐熱構造の通信機器を覆い実証実験

位置、気圧、災害情報等を5GHz帯等の電波を
利用し耐火ドローンと通信できるようにする。

４．実証試験
(1)外注先・公設試等を利用し、試作品の
性能評価等を実施する。

(2)個別に開発した機器を福島県ロボット
テストフィールド等で実証実験する。

他の技術開発の成果を搭載し、福島県
ロボットテストフィールド等での実証試験する。



１２．平成３０年度の執行計画

・多くの消防機関から、完成時期についての問い合わせを頂いている。
・大規模災害に備えた緊急援助隊活動や海外への援助活動では
ドローンの偵察から、災害規模の把握、災害支援まで活動が急務である。
・人が近づくことが困難な災害現場等の情報収集や捜索・救助支援を、迅速かつ
的確に実施することが期待できる事から、多くの問い合わせがあり、開発を急ぐ。
※３０年度は500℃程度の耐熱性でコスト面を考慮した機体も含め検討する。

②国際ロボット展NEDOブース対応
2017年11月29日～ 2017年12月2日

ドローンの位置関係が煙の中でも分かりやすい

存在感のあるドローンの製作

①多くの消防機関からの要望対応（視認性）



１３．世界発信「Drone World Congress2018」の対応

・日本で開発中の耐火ドローンの需要調査。
・中国では消火用の大型ドローンはあるが、耐火ドローンはない事から差別化が可能。
・最新技術と動向を確認し、良いものは導入する姿勢が最重要課題である。
特に性能維持と日本で安全なドローンを展開する。

②The World of Drones 
Congress2018
消火用ドローンとの意見交換

2018年6月21日～ 2018年6月24日

世界情勢を視野に入れた最新技術の
耐火ドローンを目指します。

①中国深セン企業との意見交換

深セン企業に訪問

招待された企業



１４．世界発信「The World of Drones Congress2018」の対応

・日本で開発中の耐火ドローンの需要調査。
・オーストラリアの広大な土地での大規模災害（広域火災、自然保護）に備えた緊急援助隊
活動や海外への援助活動でドローン偵察から、災害規模の把握、災害支援を検討。
・レスキュー隊やサメの研究者が求めるミッション型ドローンは日本にとっても最重要課題である。
※総合支援考慮した機体も含め検討する。

②The World of Drones 
Congress2018
レスキュー担当との意見交換

2018年8月8日～ 2018年8月10日

世界情勢を視野に入れた最新技術の
耐火ドローンを目指します。

①オーストラリア クイーンランド州政府との意見交換

クイーンランド州政府と州政府から招待された関係企業



株式会社エンルート研究開発の概要

災害現場等の情報収集や捜索・救助支援を確実に行うため、過酷環境への耐性向上を実現させるための小型無人機
の技術開発を行います。
安全を考慮した機体設計を行い、災害時の運行管理システムや衝突回避技術等の技術とも連携をすることで、物流、
インフラ、測量等の分野においても、環境に左右されず安定した飛行が可能な小型無人機の研究開発を行います。

１５．ロボット・ドローンが活躍する省エネ社会の実現プロジェクト
研究開発テーマ︓省エネルギー性能等向上の研究開発／特殊環境下における

連続稼働等が可能な機体の研究開発

事業の内容

研究開発の内容
過酷環境、特に耐火性能を備えた機体を開発し、災
害現場等での実用可能なドローンを開発します。
熱源等から機体を守る自律制御機能や落下時の衝
撃や破損等を考慮した安全な機体設計を行います。
災害時の運行管理システムや衝突回避技術等の技
術とも連携を行います。

期待される効果
人が近づくことが困難な災害現場等の情報収集や捜
索・救助支援を、迅速かつ的確に実施することが期
待されます。
災害現場だけでなく、物流、インフラ、測量等でも効
率的な活用ができ、大幅なコストダウンが期待されま
す。

事業のイメージ

各災害現場等へ

1000℃の炎から発生す
る熱風でも稼働可能な
耐火性能を備えた機体

位置・気圧・災害情報を
迅速に確認

熱源との距離を自動制
御


