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   特集 建築分野におけるドローン及び赤外線装置の活用 その１ 

 

ドローン搭載赤外線装置の建築分野および他分野への 

適用可能性について 
 

阪
さか

 上
がみ

 隆
たか

   
神戸大学 工学研究科 

 

1．はじめに 

 赤外線は、波長が可視光より長く電波より短い

電磁波である。計測した赤外線強度を画像表示で

きる、赤外線カメラあるいは赤外線サーモグラ

フィ等の赤外線画像計測装置は、優れた赤外線セ

ンサの開発とデジタル信号処理技術の発展を背

景に、空間および温度の分解能、計測精度、計測

速度、装置寸法や重量など、すべての面において

飛躍的な進歩を遂げてきた。赤外線画像計測には、

以下のような特長がある。 

・ 対象物の表面温度分布を、遠隔から非破

壊・非接触に計測でき、結果を熱画像とし

て視覚的に表示できる。 

・ 反射・吸収・透過の特性が可視光と異なる

場合には、可視域とは異なるものの見え方

での計測ができるため、可視光では見えな

い情報を可視化できる。 

・ 対象物の分光的な吸収・反射・透過特性を

活かした計測ができる。 

・ 広角、望遠、拡大光学系の選択により、検

査対象の大きさによる制限を受けにくい。 

・ 検査対象の材質による制限を比較的受け

にくい。 

このような特長を活かして、赤外線画像計測装置

は、これまでセキュリティ、リモートセンシング

をはじめ、様々な産業分野での熱・環境計測、非

破壊検査、状態監視（コンディションモニタリン

グ）等に利用されてきた。また、近年には、赤外

線による遠隔計測や温度分布計測といった利点

と、装置の小型・軽量化が相まって、ドローン搭

載による赤外線画像計測に注目が集まっており、

様々な分野においてドローンを使った赤外線計

測が試行されている。赤外線サーモグラフィを用

いた建築物外壁診断においても、ドローンを使っ

た赤外線計測の利便性、有効性に高い期待が寄せ

られており、本特集号の他の記事で解説されてい

るように、定期報告制度の改定告示、ドローン搭

載時の赤外線計測の問題点抽出と解決のための

装置開発ならびに実証試験（NEDO 事業）、ガイド

ラインの発行に至った。これらの詳細については、

各記事の解説をお読みいただくこととして、本解

説では、赤外線画像計測装置を応用してこれまで

行われてきた、非破壊検査技術およびコンディ

ションモニタリング技術の現状を紹介し、ドロー

ン搭載の適用可能性について考える。 

 

2．赤外線画像計測装置の現状 

 現在市販されている赤外線画像計測装置の仕

様をまとめたものを表 1 に示す。グループ A は、

温度分解能および計測速度に優れた量子型セン

サを搭載した機種群である。3～5μm の赤外線

（MWIR）を検出する InSb センサを搭載したもの

が主流であるが、7.5～9.3μm の赤外線（LWIR）

を検出するセンサを搭載したものもある。ただし、

冷却を要するセンサを搭載しているため大型で

重く、電源を必要とすることから、ドローン搭載

は難しい。グループ B は、赤外線センサとしてマ

イクロボロメータを搭載した機種群である。マイ

クロボロメータアレイセンサの性能が飛躍的に

向上し、温度分解能 0.1℃以下で安定した画像が

得られるようになった。センサ冷却の機構が不要

であるため、小型軽量化・低価格化、バッテリー

駆動を実現し、プラント設備診断や構造物の非破

壊検査等の現場使用に適しており、産業用ドロー

ンへの搭載が進んでいる。グループ C は、装置単

独での表示機能を省略するなど、小型軽量化をよ

り進めた機種群である。一層の小型・軽量化、低

価格化を実現したため、ドローンへの搭載が最も 

ひで 
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表 1 現在市販されている赤外線カメラ・サーモグラフィ 

 
 

進んでいる半面、カメラ筐体の熱遮蔽性が不十分

であるため、ドローン飛行時のプロペラ風の影響

を受けた、計測精度や安定性の低下が問題視され

た機種群でもある。カテゴリーD は、画素数の少

ない赤外線アレイセンサを用いるカメラモ

ジュールをスマートフォン接続できるようにし

た機種である。 

 

3．赤外線画像計測に基づく非破壊検査 

3．1 建築・土木構造物の浮きや剥離の検出 

 建物のタイル張り外壁あるいはコンクリート

構造物の浮きや剥離の検出に、赤外線サーモグラ

フィを用いた非破壊検査が適用されている。特に、

建物外壁のタイルやモルタル等の表面仕上げ材の

内部に存在する浮きや剥離の検出は、古くから赤

外線サーモグラフィ法の適用が成功を収めた事例

の一つである。 

 日中には構造物は太陽光により表面から加熱さ

れるため、構造物には表面から内部に向かう熱移

動が生じ、仕上げ材の内部に浮きや剥離等の欠陥

が存在すれば、欠陥が断熱効果を与えるため、欠

陥部直上の外壁表面温度は健全部より高くなる。

これとは逆に、夜間には放射冷却により構造物が

冷却され、内部から外壁表面に向かう熱移動が生

じるが、欠陥部分では断熱効果により建物内部か

らの熱の供給が無いため、欠陥部直上の外壁表面

温度は健全部より低くなる。このような欠陥部と

健全部の温度差を、赤外線画像計測装置で検出す 

 
（a）日中の赤外線画像 

 

（b）夜間の赤外線画像 

図 1 建物外壁タイルの剥離検出結果 

画像提供：㈱コンステック 佐藤大輔氏 

 

ることにより、浮きや剥離などの欠陥検出が可能

となる。タイル張り建築物の剥離を検出した事例

を図 1 に示す 1）。画像中にマークをつけて示した
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ように、日中の画像では局所的高温部、夜間の画

像では局所的低温部が現れており、これらの部分

に剥離が存在することがわかる。 

 これまで、地上据置の赤外線画像計測装置を用

いて建物外壁の浮きや剥離の検出が行われてき

た。しかし、建築物が高層化することにより、赤

外線装置の光軸延長線が測定対象壁面の法線と

なす角度（仰角）が大きくなり 60 度を超えると、

赤外線の計測原理上正しい温度測定ができない

という問題が生じてきた。ドローン搭載による赤

外線計測によれば、高層建築物に対しても赤外線

サーモグラフィを建物壁面にほぼ正対させた状

態での測定が可能である。また、屋外で行われる

赤外線法による外壁調査では、図 2 に示すように

対象物表面から放射される赤外線だけではなく、

背景からの反射赤外線が赤外線カメラに入射す

る可能性がある。このため、少なくとも二つの異

なる方向から測定を実施することで、反射赤外線

の影響を評価することが推奨されてきた。このよ

うな多方向からの測定に際しても、赤外線サーモ

グラフィのドローン搭載によって、機動性の高い

測定を実現することができる。 

 
図 2 屋外での赤外線測定での反射ノイズ 

 

 土木分野においても、コンクリート片剥落事故

による第三者被害が問題となり、高架橋のコンク

リート床版の維持管理において、腐食による鉄筋

の膨張に起因するコンクリートの浮きや剥離を効

率的に遠隔から検出できる非破壊検査法として、

赤外線サーモグラフィに対する期待が高まった。

過去に、コンクリート高架橋の床版 2 径間に対し、

赤外線サーモグラフィ法を適用して剥離欠陥検査

を行った結果を図 3 に示す 2）。検査員が赤外線カ

メラで計測された床版下面の赤外線画像から局所

的に温度が変化している部位を検出し、その位置

を野帳に記した結果が図 3(a)であり、打音検査に

より剥離と判断された位置を記した結果が図 3(b)

である。両手法による剥離欠陥検出結果は、良く

一致していることがわかる。検査所要時間は、赤

外線サーモグラフィが 35 分、打音検査が 120 分で

あり、赤外線サーモグラフィ法によれば、検査所

要時間を打音検査の 1/5 以下に短縮できることが

わかった。ただし、この試験を行った 2000 年頃と

現在を比べると、赤外線サーモグラフィやデータ

収集・記録装置が大幅に進歩していることから、

現在ではさらに大幅な試験時間の短縮が可能で

あると考えている。 

 上述したように、建築物や橋梁などの大型コン

クリート構造物に対しては、一般に太陽光や外気

温変動などにより被測定物に自然に発生する温

度変化を利用する、パッシブ赤外線サーモグラ

フィ法が用いられてきた。しかし、日照や外気温

変動による熱移動が構造物に生じる可能性が期

待できない場合には、何らかの手段で構造物を強

制加熱・冷却するアクティブ赤外線サーモグラ

フィ法を用いることになる。大型の建築・土木構

造物の場合には、表面に散水することによる気化

熱による冷却が効果的であるが、検査領域が比較

的小規模な場合には、灯油炊きヒータなどによる

局部的加熱を用いることもできる。 

 土木構造物においても、近年の高速道路をはじ

めコンクリート構造物が高所に建設される場合

が多く、高所にある床版や橋脚を検査しなければ

ならないケースがある。溝上ら 3）は、高所にある

コンクリート高架橋の張出床版下面を対象に、ラ

インヒーターによるアクティブ走査加熱とド

ローン搭載用の小型赤外線カメラによる表面温

度計測を組み合わせることで、剥離の検出を試み

た結果を報告している。アクティブな加熱を必要

としない場合、あるいは散水による気化熱を利用

する場合などには、ドローン搭載の赤外線サーモ

グラフィの使用も可能であり、今後のドローン活

用が期待できる。 
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（a）赤外線法 

 

（b）打音法 

図 3 コンクリート床版下面の剥離検出結果 

3．2 温度ギャップ法による鋼構造の疲労き裂検出 

 鋼橋の維持管理において、疲労き裂の発生・進

展が問題となっている。鋼橋の表面に開口してい

る疲労き裂に対しては、まず目視点検により塗装

割れによる錆を見つけ、次に疲労き裂の発生が疑

われる箇所に対して磁粉探傷試験が行われてい

る。このような既存の検査体制では、検査に多く

の労力が必要、検査箇所に足場構築が必要などの

問題点がある。そこで、溝上ら 4）は、道路鋼床板

のデッキプレート－トラフリブ（U リブ）間の溶

接部に存在するビード進展疲労き裂を、防食塗装

を除去することなく遠隔から非接触に検出できる

手法として、図 4 に示すような温度ギャップ法を

提案・開発した。道路橋の路面が日射を受け舗装

が加熱されると、その熱が舗装下のデッキプレー

トを介して U リブに伝わる。溶接部にき裂がなけ

れば温度は連続的に変化するが、き裂があればき

裂により熱伝導が阻害されるため、き裂部には温

度ギャップ（温度の段差）が生じる。赤外線サー

モグラフィを用いて温度ギャップを検出すること

で、疲労き裂を遠隔から非接触で検出することが

できる。温度ギャップ法によるき裂検出例として、

長さ 80mm の疲労き裂を検出した事例を図 5 に示 

 

図 4 疲労き裂検出のための温度ギャップ法 

 

 

図 5 温度ギャップ法による疲労き裂検出結果 

す。左の赤外線画像において、溶接線上に温度

ギャップが局所的低温部として明瞭に現れてい

る。また、右図に示した、溶接線に直交するライ

ン A（健全部）、ライン B（き裂部）の温度プロファ

イルには、き裂部と健全部に明確な温度勾配の違

いが見られる。き裂による温度ギャップは、マイ

クロボロメータ赤外線カメラで十分に検出可能

であり、ドローン搭載による赤外線計測によれば、

同法の適用範囲を拡大することができるものと

考えている。 

 

4．赤外線画像計測に基づく状態監視技術 

4．1 赤外線サーモグラフィを用いた設備診断 

 機械・電気機器に何らかの異常が生じると、機

械的あるいは電気的な抵抗の増大により正常時



― 35 ― 建築防災 2022.7

と異なる発熱状態になり、機器の温度分布に変化

が生じる。これを赤外線サーモグラフィで検出す

ることで機器の状態監視を行うことができる 5）。 

 電力の送電・配電設備の異常診断は、赤外線

サーモグラフィによる温度分布測定が古くから

効果的に応用されている事例の一つであり、近年

においても、送配電設備の状態監視基準保全に効

果的に用いられている。例えば、端子の緩みや部

分的な断線によって電気抵抗が増大している場

合には、局所的な異常過熱が見られるため、これ

を赤外線サーモグラフィにより検知することが

できる。配電設備への適用例として、不良碍子の

検出事例を図 6 に示す 6）。絶縁碍子に汚れやひび

割れが発生すると、地絡故障を引き起こす。碍子

の絶縁抵抗低下により生じた発熱による温度変

化を、赤外線サーモグラフィ装置により検出する

ことで、不具合が生じた碍子の検出ができる。碍

子は高所にある場合が多く、ドローン搭載による

赤外線計測が有効になるものと考えられる。同様

の異常過熱検知に基づく状態監視として、ドロー

ンに搭載した赤外線サーモグラフィを用いて、太

陽電池セルの不具合による異常温度上昇部（ホッ

トスポット）を検知することによる、太陽光発電

パネルの保全が最近盛んに行われている 7）。 

 

（a）放電前 （b）放電直後 （c）30 分後 

図 6 不良碍子の検出事例 

 

図 7 燃焼炉耐火物の欠損によるホットスポット検出例 

画像提供：日本アビオニクス㈱ 

 工場の燃焼炉や反応炉等の高温設備は、耐火物

や断熱材により過熱からの保護や熱損失防止が

図られている。これらに欠損や劣化が生じると、

創業への不具合や事故が発生するため、設備の日

常点検が重要となる。図 7 は、燃焼炉内壁に使用

されている耐火物の欠損により、構造物表面に

ホットスポットが現れている事例 8）である。遠隔

から広領域の温度分布を測定し、温度の異常部位

を検出するには、ドローン搭載の赤外線サーモグ

ラフィの使用が有効であると考えられる。 

 

4．2 赤外線カメラを用いたガス漏洩検知技術 

 プラントの経年劣化による可燃性ガス漏洩が

問題になっており、従来の「点」設置のガス検知

器に代わり、遠隔から広範囲のガス漏洩を「面」

で監視できる赤外線計測に注目が集まっている。

赤外線カメラによるガス可視化の原理は、漏洩ガ

スの温度が背景温度と異なる場合に、ガスの分光

赤外線吸収あるいは放射により、漏洩ガスの部分

に現れる赤外線強度変化を検出することに基づ

いている。例えば炭化水素系ガスは 3.2～3.4μm

付近の赤外線を吸収するので、赤外線カメラにバ

ンドパスフィルターを付加することで、ガス由来

の赤外線強度変化を分別同定することで漏洩ガ

スを検出できる。これまでに開発された赤外線カ

メラシステム 9）による、漏洩ガス可視化例を図 8

に示す。経済産業省の主導によるスマート保安の

推進により、事業所における電子機器やドローン

の使用も可能となっていることから、今後はド

ローン搭載の赤外線計測システムによる漏洩ガ

ス検出の普及が期待される。 

  

図 8 赤外線漏洩ガス検知システム 

画像提供：コニカミノルタ㈱ 都築斉一氏 

4．3 防食塗装の劣化検出技術 

 インフラ鋼構造物を腐食から守るため、特性が

異なる塗料を複数層に塗り重ねた重防食塗装が鋼

構造物に使用されている。重防食塗装の予防保全

による維持管理においては、上塗の損耗による中

塗の露出を的確に検出することが重要となる。し

かしながら、上塗と中塗の塗色が似ている場合に
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は、目視による中塗露出の検出が困難である。そ

こで著者ら 10）は、重防食塗装各層の塗膜の赤外線

分光透過・吸収特性の違いを利用することにより、

近赤外線カメラを用いて、中塗露出部の検出、上

塗塗膜の残存膜厚評価などを行う手法を開発し

た。重防食塗装が施された鋼橋のアーチリブに対

して得られた可視画像および近赤外線画像を図 9

に示す。赤外線画像において赤外線強度が高い領

域（白色領域）が、中塗露出部とその周辺部に見

られ、可視画像では判別が困難な中塗露出部や上

塗が損耗し残存膜厚が小さくなっている部分を赤

外線カメラで検出できている。このような大型構

造物の防食塗装の劣化検出にも、ドローン搭載の

赤外線カメラの使用が有効であると考えられる。 

 

図 9 赤外線カメラによる防食塗装の損耗部位の検出 

 

5．おわりに 

 本稿では、赤外線画像計測装置を用いた状態監

視および非破壊検査技術に関するいくつかの実

施例を紹介し、ドローン搭載による赤外線計測の

可能性について述べた。赤外線画像計測装置は近

年も発展と普及が進んでおり、用途は状態監視や

非破壊検査を含む様々な科学技術分野に拡大さ

れている。このため、赤外線画像計測を行う技術

者の知識と技量をある水準以上に保つことが重

要となっている。赤外線計測は、環境の影響を受

けやすく、計測データに環境からの外乱が混入す

ることが多いので、これらを検出しようとする真

の赤外線強度変化と識別すること、すなわち計測

データを読み解く技量が技術者に要求される。

（一社）日本非破壊検査協会は、これまでに赤外

線検査に関する規格整備 11）や技術者認証 12）を

行ってきた。2009 年に NDIS 0604 赤外線サーモグ

ラフィ試験－技術者の資格及び認証が制定され、

これに基づくレベル 1 の認証が 2012 年 3 月に、

レベル 2 の認証が 2013 年 3 月に開始された。そ

の後、NDIS 0604 認証は、2019 年から ISO 9712 に

準拠する JIS Z 2305 TT（赤外線サーモグラフィ試

験）に移行して現在に至っている。JIS Z 2305 TT

認証は、赤外線サーモグラフィ技術者の知識と技

量を第 3 者機関が認証する、最も信頼性の高い技

術者認証と位置付けられ、定期報告制度ガイドラ

インの解説でも引用されている。 
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