
ELIOS
INSPECT

& EXPLORE

INDOOR AND

CONFINED

SPACES

屋内狭小空間の
点検業務に、
コスト削減と安全を
実現します

特殊球体ドローン「ELIOS」は、人が
立ち入ることが困難な設備や危険を伴う
場所を点検することにフォーカスして開
発されました。通常のドローンとは正反
対とも言える発想から設計されたこのド
ローンは、これまで多くの人手や費用を
かけていた複雑な空間や危険な箇所の点
検に、効率性と安全性をもたらします。



2

耐衝撃性構造
4億年の昆虫進化から
着想を得て、
狭小空間における
ドローン飛行の難題を
解決しました

ELIOSの飛行概念は、飛んでいる時に何かとぶつかっても安
定性を保つことができる昆虫の能力に着想を得たもので、何
億年にも及ぶ自然進化のたまものです。屋内の入り組んだ閉
鎖空間や、人と接触する可能性のある場所でドローンを飛ば
すうえでの難題である衝突とケガのリスクを、独自のアプロー
チで解決しました。周囲に接触しながらも損傷を与えること
なしに安全に飛行を制御する技術により、ELIOSはプロフェッ
ショナルが求めるレベルのパフォーマンスを提供します。
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ELIOSがもたらす3つのメリット

作業時間の短縮

ELIOSを使用すれば、短時間に点検の準備を終え
ることができます。これまで数日間かかっていた
ような作業も、数時間で終えることができるよう
になります。

コスト削減

ELIOSの活用により、足場や高所クレーンが不要と
なり、それらにかかる費用を削減できます。ELIOS

一台に必要な点検人数は2～ 3人で済みますので、
人件費の削減にも大きく寄与します。

安全性の向上

ELIOSならば、どのような屋内環境でもFPVによ
る遠隔調査を行うことができるので、作業員が危
険な場所に立ち入ったり、危険な状況に直面した
りする必要はありません。
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機能

LED照明

強力なLED照明（最大28W）により、
暗い場所でも移動や調査が可能

搭載カメラ

フルHD映像とサーマル映像を
同時に録画可能。
傾き角度の調整可能

スムーズな連続飛行

数秒でバッテリー交換が可能
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機能

保護フレーム

最大4ｍ/秒の衝撃にも耐えられる
強度を備えたカーボンファイバー
構造。メンテナンスが簡単なモ
ジュール設計です。

ミッション後レビュー

点検飛行を終了した後、
直感的に操作できるオリジナルの
ソフトウェアにて、効率よく
検証作業を行うことができます。

2.4 GHzリアルタイム
ビデオ送信

安定したビデオ送信技術により、金属
の多い環境であっても、問題なく目視
外飛行（FPV）が可能です。
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保護フレーム
高い耐衝撃性と、 
これまでにない飛行スタイル

特殊な保護フレームを装備したELIOSは、高い耐衝撃性を備え
ています。
そのため、ELIOSは障害物にあたっても跳ね返り、そのまま
問題なく飛行を続けることができるので、操縦において障害物
を避けることに神経を集中する必要がありません。また、人間
のそばを飛行しても、あるいは人間と直接接触したとしても、 
その人にケガをさせることはありません。
墜落や人への接触による危険がないことは、点検の現場におい
て何よりも大きなアドバンテージとなります。
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安定性の鍵はジンバルメカニズム

オンリーワンの保護フレーム構造

屋内の入り組んだ閉鎖空間や、人と
接触する可能性のある場所でドロー
ンを飛行可能にするため、ユニーク
かつ実用的なアプローチとして、こ
の保護フレームを開発しました（特
許取得済）。
障害物を検知し回避する必要がない
ため、人が立ち入ることが難しいよ
うな狭小空間であっても、点検業務
をすぐに開始することができます。

ELIOSの保護フレームは、ジンバル
メカニズムにより、3つの軸で内部
フレーム（ドローン）から分離され
ています。これにより、ELIOSは衝
突しても安定した姿勢を保ちながら
飛行することができます。
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軽くて頑丈、適正サイズの保護フレーム

球状の保護フレームはワンサイズのみです。直径
は40cm弱で、一般的なマンホール内にも入れる
よう設計されています。あらゆる設備で活躍でき
るサイズです。

4m/秒

<40cm

ELIOSの保護フレームはカーボンファイバー製
で、ソフトコーティングが施されています。最大
4m/秒までならば衝突に耐えることが可能です。 
また、球状の保護フレームの部位によるムラはな
く、均一に衝突に耐えることができます。

規格化された部品で構成されているため、メンテ
ナンスがしやすいうえに、開口部が広いので、バッ
テリーやSDカードの収納部まで簡単に手が届きま
す。
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フルHDカメラ

赤外線サーマルカメラ

照度の調整が
可能なLED照明
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各機能の紹介
プロのニーズに応える撮影機能

ELIOSは、フルHDカメラと赤外線サーマルカメラ、遠隔操作
で照度を調節できるLED照明システムを搭載しています。どの
ような環境であってもベストショットを撮ることができるデバ
イスを備えています。
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フルHDカメラ 赤外線サーマルカメラ

目視で点検箇所の確認や状態を把握することが難
しい場面があります。目に見えない亀裂を見つけ
ることができれば、重大な劣化を事前に察知する
一助となり、また、とても視界の悪いところで遭
難者を発見することができれば、人命を救うこと
ができます。

ELIOSには、160×120ピクセル9フレーム/秒の
非冷却FLIRカメラコアが搭載されています。

壁面等に接しながら飛行させた場合、ELIOSは
0.02ミリ／ピクセルの解像度で近接映像を撮影す
ることができます。

撮影したビデオ映像は、飛行中にヘッドに収納さ
れたSDカードに録画され、また、パイロットにも
リアルタイムにストリーミング配信されます（解
像度は下がります）。

フルHDカメラは1920×1080ピクセルの30フ
レーム/秒で、照度が低い空間でもしっかりした
映像を残すことができます。自動補正機能がある
他、露出値（EV）もコントローラーから遠隔操作
で調整することが可能です。
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上下左右、
自在に撮影可能

赤外線サーマルカメラ 高輝度のLED照明
暗闇を明るく照らします

暗闇の空間を点検するにあたり、高輝度のLED

照明が内蔵されているので、外部の照明は必要あ
りません。

ドローンの前部と上部、下部に搭載された5カ所の
高効率LEDが、均等に周囲を照らします。また照
度はコントローラーから遠隔操作で調整すること
が可能です。

カメラヘッドのチルト角を変えると、それに合わ
せてライトの方向も調整され、常に適度な明るさ
を保ちます。

回転式ヘッドに搭載されたカメラで、ドローンの
上側も下側もしっかり撮影することができます。
フルHDカメラの視野角は合計垂直視野角が215度
で水平視野角が130度、赤外線サーマルカメラは
合計垂直視野角が42度で水平視野角が56度です。
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無線通信
安定したビデオ通信で、
高パフォーマンスを実現

ELIOSは、最新鋭の無線通信システムを搭載しています。リ
アルタイムのビデオフィードバックにより、パイロットは人が
立ち入ることが困難な場所にもドローンを導くことができま
す。



※注：環境により電波の届く距離が異なる場合があります。
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無線通信システムは、ELIOSからコ
ントローラーへの映像ならびにデー
タのダウンリンクと、コントローラー
からELIOSへのコマンドのアップリ
ンクを含む、安定した双方向の長距
離デジタル信号伝送が可能です。2.4 

GHz周波数帯を利用した無線通信シ
ステムなので、特別な許可を得る必
要がなく、また、極めて入り組んだ
閉鎖空間で稼働させても、その質の
高さが損なわれることはありません。
例えば、密閉ボイラーの内部を調べ
るときでも、パイロットは安全なマ
ンホールの入り口の横に立ったまま、
ELIOSを100メートル(※注)を超える
距離まで飛ばすことができます。 

用途事例それぞれにより特徴や条件
が異なるため、代表的な使用事例と
通信可能範囲を右図にまとめました。

無線通信
屋内設備点検のニーズに対応 

+
15

0
m

+150m

煙突内では、パイロットが 

底部にいる状態で150メートル超
(※注) 

金属製のバラストタンクでは、 
複数先の区画、数十メートル先

小さなカーブから成るトンネルでは、
150メートル超(※注)

標準的なビルでは、複数の階段を 

飛行して上り下りします
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コントローラーユニット
安全な場所から、
効率的に操縦が可能

コントローラーとタブレット、オリジナルのアプ
リケーションで構成されるELIOSのコントロー
ラーユニットは、パイロットにリアルタイムのテ
レメトリデータと、ELIOSが撮影したリアルタイ
ムのビデオ映像、ドローンの効率的かつ安全な操
縦に必要な情報が表示され、操縦を支援します。
ドローンのナビゲーションを完全に制御するだけ
でなく、コントローラーの様々なボタンを使用す
ると、カメラの露出やチルト角、照明の明るさ等、
カメラヘッドの全設定をリアルタイムでリモート
調整することができます。
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ステータス&

設定：

バッテリー寿命
のモニタリング

ビデオの設定

ピッチ／
ロール・
トリム

総飛行時間

飛行回数

次回保守
までの時間

ELIOS COCKPIT（タブレット端末）の役割は、ドローン
から受信したリアルタイムのビデオ映像の表示だけではあ
りません。テレメトリデータをリアルタイムに表示するほ
か、そのドローンの詳細なステータスをチェックしたり、
アプリケーションから直接設定を調整することができます。

ELIOS COCKPIT

あらゆるデータを
統括制御します

ライブテレメトリ
データ：

カメラの露出

照明の明るさ

飛行時間

カメラの
傾き方向

相対高度

相対方位

バッテリー残量

信号強度
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実用性
現場の実情に合わせた設計

全ての新しいテクノロジーに当てはまることです
が、新たにドローンをワークフローに取り込むに
は「作業手順の変更」が必要です。とはいえ、こ
うした変更は、作業スケジュールに与える影響を
最小限にとどめるためにも、手がける業務の実情
に合ったものでなければなりません。 

ELIOSは防塵・防滴対応で、0°Cから50°Cまで
の温度環境で操縦が可能です。また、保護フレー
ムがあることにより、操縦ミスの許容度が高いた
め、誰でも簡単に操縦することができます。訓練
を数時間受けただけで動かすことができるので、
担当者が操縦スキルを習得するまでに時間はかか
りません。ドローンを対象とした規制が適用され
ない屋内での飛行用に設計されており、スムーズ
にワークフローへ取り込むことができます。
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フライト#1

予備調査

フライト#2

梁と屋根に
問題がないか
確認

フライト#3

壁の腐食を調査
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バッテリー
10分間の飛行を複数回行い、
どのような細部も見逃さない

ドローンを使った一般的な調査で
は、まず予備調査のための飛行を行
い、その後より詳細な調査が必要と
思われるエリアを確認します。ボイ
ラーや貯蔵タンク、バラストタンク、
ビル、煙突等でのミッションを通し
て得たデータでは、予備調査飛行に
必要な時間は、ほとんどのインフラ
施設で10分間あれば十分です。こ
の予備調査飛行で収集した情報を分
析し（クローズアップ画像のキャプ
チャー等）、要詳細調査地点をさら

に掘り下げて調べるための飛行計画
を立てます。詳細調査では、ドロー
ンの飛行ごとに映像を詳細に見直す
作業を行うことで、実施中の調査計
画を精緻化／更新することができま
す。

バッテリーは、飛行を終えるたびに
交換します。使用済バッテリーの取
り外しと新しいバッテリーのセット
には、わずか数秒しかかかりません。
すぐに飛行を再開できます。 
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データ
飛行中の点検データを
すぐに活用

飛行を終えたらすぐに、ELIOSに差し込まれた
SDカードのデータを活用することができます。
作業の簡易化を図るために、コントローラーユ
ニットのタブレット端末で再生することのできる
汎用的なビデオファイルを使用しています。SD

カードに記録されるのは、飛行データとサーマル
映像です。オリジナルソフトウェアのFlyability 

Inspectorを使うと、通常の映像とサーマル映像
を同時に並べて再生でき、より深い調査を行うこ
とができます。
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FLYABILITY INSPECTOR

飛行後のビデオと赤外線、ログの解析

オリジナルソフトウェアのFlyability 

Inspectorを使用すると、ELIOSが
撮影した映像をフレーム毎に振り返
ることができるだけでなく、ログ（SD

カード）から貴重な飛行情報を得る
ことが可能です。

点検対象物を確認できるほか、業務
に関係がある静止画像だけを抽出す
ることもできます。

また、赤外線サーマルカメラで撮影
した映像を、フルHDビデオ映像に重
ねて（オーバーレイ）表示させ、別
角度での調査を行うことができます。
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製品仕様

フライトモード

種類： マニュアル飛行、高度維持、
プロモード（高速）

操縦モード： モード1と2の切り替えが随時可能

安全装置： 低バッテリー状態または
信号喪失時の自動着陸

 

 

フライトシステム

種類： クアッドコプター設定

サイズ： 直径400mm

モーター： ブラシレスモーター

プロペラ： 5inch×4

重量： 700g（バッテリー、保護ガード含む）

飛行時間： 最大10分

最大上昇速度： 1.5m/秒（ノーマルモード）
2.5m/秒（プロモード）

最大対気速度： 6.5m/秒（ノーマルモード）
9m/秒（プロモード）

最大風圧抵抗： 5m/秒（プロモード）

センサー： IMU、磁力計、気圧計

材質： 炭素繊維複合材、マグネシウム
合金、航空機仕様のアルミニウム、
高級熱可塑性プラスチック

動作温度： 0～ 50°C
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無線通信

種類： デジタル、双方向、長距離、 
リモコンへのビデオとデータの 
ダウンリンク、UAVへの 
コマンドのアップリンク

周波数： 2.4GHz

範囲： （見通し線上で）最大500m

リモートコントローラー

種類： 人間工学的に設計されたジョイ 
スティック、ペイロード制御、 
映像出力

重量： 810g

動作温度： 0～ 40°C

出力ポート： HDMI、SDI、USB

バッテリー： 6000mAh、2セル

制御： ペイロード設定、飛行体制御

オプションのリモートコントローラー
（カメラオペレーター）では、サブ 
画面でビデオ映像を受信し、カメラ
設定をデュアルコントロールするこ
とができます。

システム電源

種類： リチウムポリマー電池、3セル、
2800mAh、33.08Wh

充電時間： 1時間

バッテリー交換時間： 1分未満

カメラボード

回転式ヘッド： 振動緩衝

上方への傾き： +65°

下方への傾き： -60°

メインカメラ

ビデオ： FHD（1920 x 1080ピクセル）/ 
30fps
飛行中、録画と同時にパイロットと
カメラオペレーターへストリーミング 
配信

水平視野角： 130°

垂直視野角： 75°

合計垂直視野角： 215°（回転式ヘッドの上下回転を考慮）

制御モード： 露出補正付き自動モード、
フルマニュアルモード
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赤外線サーマルカメラ

種類： 非冷却FLIRカメラコア

ビデオ： 160 x 120ピクセル/9fps
飛行中に録画

水平視野角： 56°

垂直視野角： 42°

照明システム

種類： 5カ所の高効率LEDでドローンの
前部と上部、下部の3方向から均等に
照射

コントロール： カメラチルト制御によるアダプティ
ブライトビーム

電源： 前部の照明は11.4W（ノーマル値）
最大28W

操作安全性&衝突性能

ナビゲーションライト：緑（右側）と赤（左側）のライト

保護ケージ： 炭素繊維製ケージ
（ソフトコーティング塗布）
規格化された部品により簡単にメン
テナンスが可能
熱可塑性エラストマーサスペンション
三角形の開口部サイズは1辺約11cm
で手を入れてバッテリーを交換できる

耐衝撃性： ドローン全体で均一化
鋭利な物体では最大3m/秒、
平らな物体では最大4m/秒

分離： 3軸のジンバルシステム
炭素繊維複合材製リングと横はり

付属品

運搬ケース： 手荷物用のIATA準拠運搬ケース
サイズ（約）：60cm x 50cm x 50cm

充電器： 3A / 35Wリチウムポリマー電池
バランスチャージャー
（充電ステータス表示）
リモートコントローラー充電器：
17.4V、57W
タブレット用USB充電器：5V
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コントローラーのソフトウェア

飛行中に使用する 

モバイルアプリケーション

機能： リアルタイムのビデオとUAV 
テレメトリ、ステータス表示 
（バッテリー残量、カメラ設定、警告
等）
カメラ設定をはじめとした 
さまざまな設定を制御

オペレーティング 

システム（OS）：
Android、UAVシステムを搭載した
タブレットに最適化されたもの

飛行後のビデオと赤外線、ログの解析
（FLYABILITY INSPECTOR）

機能： ビデオと赤外線映像のビューアー 
（フレーム毎）
飛行中に録画された対象地点を含む
飛行ログの解析
スクリーンショットと飛行データの
エクスポート

オペレーティング 

システム（OS）：
Windows 7、8、10（64ビットのみ）



Flyability社は、人の立ち入ることの困難な場所向けの安全な
ドローンを開発・製造するスイスの企業です。街中や建物内部、
あるいは人と接触する可能性のある場所でのドローンの安全な
飛行を可能にすることで、UAVとの新たなインタラクションや、
UAVを使った新たなサービスを実現、急成長を遂げるこの業界
が抱える最も深刻な2つの課題である衝突とケガのリスクの解
決を図っています。当社が最も得意とする市場は、電力や石油、
ガスのインフラ施設、海洋インフラ施設等の、人を送り込むこ
とを避ける、危険な閉鎖空間での調査です。ほかに、緊急事態
が発生した際、人命を危険にさらすことなく、現地の状況を把
握する捜索救助とセキュリティの分野でも活躍しています。

ブルーイノベーションは、ドローンパイロット支援事業、法人
向けサービス事業、公共向けサービス事業に取り組んでいます。
複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するため
のベースプラットフォームであるBlue Earth Platform（BEP）
を基軸に、点検、警備、物流、教育・安全、エンターテインメン
トの5つの分野でサービスを展開しています。

ブルーイノベーション株式会社
東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F

TEL：03-6801-8781


