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Liberaware（リベラウェア）は、ドローン特区の千葉市に本拠を構えるドローンメーカーだ。２月に
は国交省主催の令和２年度「i-Construction 大賞」で同社の「狭小空間専用小型ドローンを活用したイン
フラ設備点検」が「優秀賞」を受賞。ドローンメーカーとしての受賞は初めてのことだ。下水処理場や
下水道管路でも運用実績のある同社の小型ドローン「IBIS」、その特長や事業概要、今後の展望につい
て、Liberaware の代表取締役 CEO・

弘圭氏に話を聞いた。

克）

に参加しており、研究室では福島原発内、つまり

【会社概要】
会社名：株式会社 Liberaware（リベラウェア）
設

立：2016 年８月 22 日

所

在：千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第
一生命ビル 6 階

代表者：

（寺澤

弘圭 氏

事業内容：

非 GPS 下で活動できるロボットの開発を進めてい
ました。
現場は爆発があった影響で瓦礫が散乱し、従来
のクローラロボットなど地上を走行する機体では
探索できない箇所が多数ありましたし、もちろん

産業分野に特化した非 GPS 型小型ドローンの開発

施設上部の確認はできません。そのため、屋内を

loT 技術・人工知能を活用したシステム開発

飛行して探索できるドローンの研究へとシフトし

映像加工・編集サービス（距離計測、異常検知等）

ていったのです。当時はスマートフォンが出たば
かりの頃、ドローンも現在のように小型化されて

● ACSL 創業者 野波健蔵氏の元で研究に従事
現場に特化した屋内ドローン開発のため起業

いませんでした。研究では全長１m もある機体を
屋内で飛行させることに成功したのですが、現場
の方々からは「迫力はあるが、この大きさでは運

――設立の経緯は。

用は現実的ではない」との声が聞かれました。

千葉大学の研究員として、自律制御システム研

それがきっかけで私は現場でもっと使用しても

究所（現 ACSL）の創業者、野波健蔵氏の元で研

らえるドローンを作りたいと考え、2016 年、千葉

究に従事していました。当時、野波氏は経済産業

工業大学時代のロボット工学研究室の仲間たちと

省の発電用原子炉等廃炉・安全技術基盤整備事業

Liberaware を立ち上げました。
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●自律飛行・点検・画像解析の３本柱で事業展開

はまだ実証実験フェーズですが、警備業務やサー

自社生産の強み生かしドローン普及にも寄与

バーの監視、ダムの監査廊の巡視など、引き合い
をいただいています。

――事業内容について。
現在、「インフラ点検」・「非 GPS 下の自律飛
行」・「画像解析技術」の３本柱で事業を展開して

――機体の販売などについては。
現在のところ機体の単体販売は行っていません。
というのも、当社製品が活躍する現場は人が赴く

います。
まず、インフラ点検ですが、当社ドローン IBIS

ことが難しい過酷な閉鎖空間であり、高度な操縦

のコンセプトは「暗くて狭くて汚い場所専用のド

技能が必要になるほか、専門的な機器のメンテナ

ローン」ですので、そうした人が入りにくい屋内

ンスも頻繁に必要となります。そのため、当社で

の点検を多く手掛けています。業界で言うと、製

は「点検サービスプラン」・「IBIS 導入プラン（定

鉄会社、電力会社、石油化学コンビナートの３つ

額制レンタルプラン）」の２つのプランを展開して

からのオファーが多いです。設備で言えば、やは

います。点検サービスプランはこれまでお話した

り煙突やダクト、ボイラ内が人気トップ３です。

プラントなどに当社がドローンとそのパイロット

画像解析技術はこれらの点検で得られた動画デー

を派遣して点検を行うものです。

タを用いて、３D モデルを生成するものです。一
般的な３D データ生成業務であれば、レーザース

――定額制のプランとは。

キャナーを活用するところですが、IBIS は積載量

年会費を支払うとドローン操縦講習会参加し放

が限られていることもあり、SfM（Structure from

題、画像解析し放題、壊し放題の３つのサービス

Motion）という画像処理技術を用いて３D 化を行

を利用できるプランです。ドローンを運用するに

います。これは映像内に含まれる物体の特徴点と

はかなりの費用が掛かります。例えば、ある産業

呼ばれる情報を用いて３次元空間を再現するもの

用ドローンは 500 ～ 1000 万円程度します。そして

で、技術自体は 1990 年代半ばに登場しているの

講習会は１人あたり 20 ～ 30 万円するのが相場。故

で、比較的長い歴史があります。レーザースキャ

障が発生した際には多額の修理費が発生するほか、

ナーを持ち込むことのできない管渠内やボイラ内、

海外に発送して修理するため機器が戻ってくるま

地下ピットといった設備を３D 化するのに有用で

でに多くの時間を要します。

あり、評価をいただいています。

そこで当社では、積極的に操縦にチャレンジし

そして、非 GPS 下での自動運転。実はこちらが

てほしいとの思いから、壊し放題プランを設けて

祖業でして、予め設定しておいたルートをドロー

います。ドローンを壊してしまった場合、当社事

ンが自動パトロールするというものです。こちら

務局まで送っていただければ５営業日以内に正常
な機体を送り返します。このプランは機体を自社
生産するメーカーだからこそできるビジネスモデ
ルだと思っています。
●狭小空間に特化した小型ドローン
自前にこだわり部品・システムはすべて国産
――狭小空間専用ドローン IBIS の特長。
まずシステムやアプリケーションに至るまでを

管路内を３D モデル化したもの


国内で生産している点が大きな強みです。すべて
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自分たちで作っているので、細かなアプリの調節

狭小空間では、壁や柱に衝突するのは日常茶飯

や不具合の改善などにいち早く対応できます。ま

事です。本機は、多少の衝突でも飛行を継続でき

た、ドローン業界は中国企業のDJIが圧倒的なシェ

る姿勢制御技術を持っています。これは長年のド

アを占めていることは有名ですが、アメリカ政府

ローンの研究で培ってきた制御技術を生かしたも

のファーウェイへの制裁措置がきっかけで、わが

のです。



国でも最近は中国製品を敬遠する傾向が見られて
います。そのため国産である当社のドローンも注
目されることが多くなってきました。

――なぜ管路内でも飛行可能か。
管路内など、狭小空間ではドローン自らが生み

実は国土交通省航空局では 200g 以上のものを無

出したダウンウォッシュと呼ばれる風の流れで操

人航空機と定義し、様々な規制をかけていますが、

縦が困難になります。本機は、そもそもサイズが

本機は 185g（バッテリー含む）ですので、カテゴ

小さいことに加え、独自の揚力に頼る割合を高め

リーとしては模型航空機となります。人口集中地区

たプロペラにより吹き下ろす風量を減少させてお

にて飛行させることも問題はありません。これだ

り、狭い空間でも安定して飛行することを可能に

け軽量であれば、万が一墜落した場合でも施設へ

しています。また、一般的なドローンはプロペラ

の損傷や人身事故に繋がる恐れは少なく安全です。

上部に発生する下降気流により、本体が管路壁面

搭載カメラは FHD 対応で、暗い場所でも鮮明に

に張り付いてしまう欠点がありましたが、そのよ

映るよう設計したものです。プロペラやモーターも

うなこともありません。

新たに開発しています。本機の主戦場は、粉塵やほ
こりの舞う閉鎖空間です。こうした空間で多いの
が、粉塵によるモーターの故障です。そこで日本

●近年は汚泥焼却炉・管路点検などにも実績あり
化学物質含む工場排水管に強み発揮

電産と共同開発して密閉型の防塵モーターを製作
しました。それに伴い、プロペラの素材には、熱

――下水道関係における実績など。

伝導性の高い樹脂を使い、放熱性を高めています。

最近増えているのが、建設会社や地方自治体か

プロペラは形状も工夫しています。各羽の重さ、

らの依頼です。ごみ焼却炉や汚泥焼却炉の内部、

形を均一にし、回転時の振動を抑えることで飛行

下水道管路の点検を行っています。特に炉内点検

安定性を高めました。また、気流が機体の外側に

は、人が入らずに点検できるため、クリンカ（燃

流れるよう設計しており、カメラ撮影の際に粉塵

塊）落下による事故の心配がなくなった、高所点

を舞い上がらせないよう配慮しました。

検でも足場が不要になったなど好評をいただいて

IBIS と汎用ドローンの衝突時の挙動。汎用機は姿勢が
崩れてしまう

IBIS 本体はプロペラガード含めて 191 × 179 × 54mm
と非常にコンパクト。飛行時間最大８分は、同サイズ
の汎用ドローンと比べても長い
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は主に「高温環境下で飛行できる小型ドローン」、
「赤外線カメラを搭載した小型ドローン」、
「有毒ガ
ス検知器を搭載した小型ドローン」の研究開発に
取り組みます。特に有毒ガス検知器を搭載すれば、
下水道管路で多い硫化水素の発生などをいち早く
検知できる “ カナリアドローン ” の開発に生かせる
のではないかと考えています。発生箇所のログデー
タを記録すれば、原因の特定等にも役立つでしょ
管路内飛行時の様子

う。また高温環境下で飛行できれば、稼働停止し
て間もない温度の高い焼却炉内を点検できるよう

います。

になります。停止してすぐに点検したいとの声は
既に多くいただいているのでこちらも今後開発に

――下水道管路の点検について。

注力していきたいと考えています。

管径についてはφ 500mm から点検が可能です。
点検方法としては、マンホールの前後 50m を飛行
して戻ってくるという形です。電波の届く範囲に

――今後のビジョンは。
最近では、各社様々なドローンをリリースし、

限界があるので現状ではこの数値となっています。

活躍の場も増えているかと思います。しかし、皆

飛行速度はおよそ 0.3 ～ 0.5m/sec ぐらいで飛行さ

さんの関心事は、ドローンそのものではなくそれ

せています。管渠内をより鮮明に撮影することが

により得られるモノやデータではないでしょうか。

目的ですので、遅いスピードであっても安定する

つまりドローンは、あくまで１つのツールに過ぎ

飛行が求められます。この速度であれば、画像処

ないのです。ですから私たちは現在、ドローンメー

理による３D モデルの精度も高まります。

カーという立ち位置ですが、これを仮の姿とした

民間の工業用排水管の点検も最近では多いです。

いのが将来的な展望です。IBIS を使って、暗くて

化学物質を含む排水ですので、人が直接入ると危

狭くて汚い場所のデータを蓄積し、それらのデー

険という場合は、声が掛かりますね。

タを世界一保有・活用するデータプロバイダー企
業になりたいと考えています。施設の維持管理に

●ドローンはあくまで１つのツール
めざすは狭小空間データの保有世界一

おいてデータを活用した様々な提案や助言を行い、
維持管理業の生産性・安全性向上に貢献できれば
うれしいです。

――これからの開発の方向性は。
IBIS を実際の現場に投入してきたことで、様々
な課題も明らかになりました。ユーザーからは照

Profile
弘圭（みん・ほんきゅ）

明用 LED の光量を増やしたいとか、カメラの性能

1985 年生まれ。機械工学修士（専攻：ロボット開

をさらに高めたいとか、色々な要望も寄せられて

発）。千葉大学研究員時代に、経済産業省・資源エ

います。現場の声を踏まえながら、よりハードな
使用にも耐えうるよう、更なる改良を加えていき
たいです。
また６月には、経済産業省の令和２年度補正（３
次補正）産業保安高度化推進事業費（スマート保
安実証事業）補助金に採択されました。同事業で


ネルギー庁の発電用原子炉廃炉プロジェクトに参
加しドローンシステムの開発を手掛けたほか、災
害対応飛行ロボットのシステム開発等に従事。2016
年に株式会社 Liberaware を設立し代表取締役に就
任。産業用小型ドローンの開発及び画像解析技術
を通じ、主に製造業や建設業における生産性向上・
安全性向上の支援を行う事業を展開している。

