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　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術
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ドローン前提社会

　1.　22 世紀は“もうすぐ”やってくる

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

Drone Society

　ドローンを他のデジタル技術とともに活用して社会の問題発見・解決を行える社会を
「ドローン前提社会」とし、その実現に向けたドローンの利活用について論じた。まず、
さまざまな産業分野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、自律走行車両など
との統合活用について紹介する。次に社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市への
影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。さらに、法規制の緩和や実証実験の在
り方についても考察した。現在、我々が扱う小型無人機や無人航空機のみならず、自律
航行や自律走行に関する技術全般をターゲットとした制度設計や実証実験を進めるのが
望ましい。

　The authors define a "drone society" as a society in which problems are 
discovered and solved using drones and related digital technologies, and discuss the 
util ization of drones for realizing such a "drone society." First, examples of 
UAV/UAS usages in various industries are presented as well as robots and 
self-driving cars. Second, the authors discuss social acceptance, safe operation 
management, human resources development, and impacts on cities. These issues 
should be discussed in greater depth with citizens. Finally, necessary deregulation 
and feasibi l ity studies are also pointed out .  It seems desirable to conduct 
rule-making and social experiments by considering not only small UAV or UAS but 
also auto-pilot maritime drones, robotics and self-driving cars.

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地
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　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

　2.　「ドローン前提社会」とは
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を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

　3.　第 2フェーズに入ったドローン利活用

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地

Fig.1　ドローン前提社会のイメージ１） Fig.2　デジタルテクノロジー前提社会の概念



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を
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備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地

　4.　自律走行・自律航行技術の統合活用



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

　5.　社会受容性と安全運行管理

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて
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きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地

　6.　ドローン人材教育



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得
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する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地

　7.　建築・都市デザインへの影響は？

　8.　空の地図と交通ルール

Fig.3　エア・モビリティ用ポートのデザイン例９）



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

　9.　テストフィールドと自治体・大学の役割

　10.　おわりに

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車
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図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地



　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

Me”）。22世紀まで、あと約80年である。21世紀の
現在、そこで描かれているモビリティ技術は何一つ
として実現されていないが、実現性が全くないわけ
ではない。
　筆者らは、いずれ「ドローン前提社会」が到来す
るというビジョンの下、ドローンの普及啓発、ドロー
ンを活用した地域活性化、ドローンをはじめとする
新しいモビリティ技術の実証実験などに取り組んで
きた。「ドローン前提社会」とは、社会の課題解決
のために、ドローンやドローンに代表される新技術

を当たり前のように活用できる社会を意味してい
る。人口減少・少子高齢社会を迎えたわが国では、
減少する生産年齢人口と労働生産性の低下への対応
策として、サイバー・フィジカル両空間における技
術を統合的に活用して、さまざまな社会課題解決に
対応することが求められている。その技術の一つが
ドローンである。また人口減少局面での課題解決は、
わが国のみならず、中国やタイ、ドイツなどの国で
も必要とされていることから、日本の取り組みへの
関心は、我々の想像以上に高い。
　現状存在しないモビリティ技術を導入するに際し
て重要なのは、一般にわかりやすいヴィジョンを視
覚的に提示し、社会受容性を高めることだろう。例
えば、エアバス社はFig.1のようなヴィジョン図を
提示し、各社が考える「ドローン前提社会」を視覚
的に表現している。
　本稿では、ドローン前提社会の実現に向けて、技
術および社会応用に関する取り組みの現状につい
て、筆者らの取り組みも交えながら紹介する。その
上で、今後検討すべき課題について議論したい。

　　 
　現代社会はデジタルテクノロジーで支えられてい
る。コンピュータサイエンスやデータサイエンスと
いった社会を支える技術、人工知能（AI）に代表

されるソフトウェア工学やプログラミング技術と
いった創り出す技術、30年ほど前からはインター
ネットやウェブ技術といったつなげる技術が誕生し
た。そこに今、IoT・ロボティクス・ドローンのよ
うに、人やモノに作用する技術が普及しつつある２）。
社会課題の解決のために、これらの技術を個別活用
するのではなく、必要な技術を組み合わせて統合的
に活用できるようになった（Fig.2）。インターネッ
トが普及し始めた頃には、「インターネット前提社
会」を想定して社会制度の設計が進められてきたよ
うに、ドローンが普及し始めた今、「ドローン前提
社会」を想定した制度設計と、それによる社会課題
解決を進めるのが望ましい。ドローン前提社会とは、
誰もが空中・地上・水中を自律制御された無操縦の
車両・航空機・船舶を使いこなすということではな
い。あくまでも社会課題の解決手段として、これら
の技術を選択できる社会になるという意味である。
　2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨が発生
した直後、ドローンを活用した被災情報の収集、地
形データの収集・解析を迅速に行うのが難しかった
教訓を踏まえ、いくつかの自治体とドローンを活用
する団体との間で防災協定を締結する動きが見られ
る。例えば、一定の震度・降水量での災害が発生し
た際には、発災直後に混乱する自治体担当部局への
連絡なしに、協定を締結した自治体の被災箇所にド
ローンを飛行させ、情報収集などを行うことができ
るような仕組みを作っている３）。その制度をもとに、
災害発生を前提に、何機のドローンと何人の操縦者
を空間的にどのように配備するのかといった、より
具体的な検討も進められている。これは防災・減災
分野でのドローン前提社会を構築しようとすること
に他ならない。

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを
「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

究も進められている。わが国でも、2018年に「空
の移動革命に向けた官民協議会」が発足し、同年
12月には「空の移動革命に向けたロードマップ」
がまとめられた４）。ロードマップには、技術・制度
両面で取り組むべき課題が示されているものの、無
操縦者航空機を含む無人航空機は、エネルギー効率
性、安全性、社会受容性などの面で解決すべき課題
は多い。筆者らは、エア・モビリティに関するシン
ポジウム等を定期的に開催するなど、関係者などと
の意見交換・情報収集を進めている。
　水上・水中ドローンは、2022年には5,800億円市
場にまで成長すると指摘されている。水上・水中ド
ローンを用いれば、水中での測量や計測が可能にな
ることから、河川やダム、船舶などの施設管理や貨
物の海上輸送に有用であると期待されている。まだ
製品の市場化が始まったばかりだが、地球表面の約
7割を海面部が占めており、活用される機会は今後、
増えることだろう。わが国でもすでに、船舶底面の
貝殻付着状況調査、津波発生後の海中・海底捜査、
養殖用いけす内での魚の生存状況調査などに、水中
用ドローンを利活用する動きが見られる。
　こうした状況から、ドローンの利活用については、
2015年前後からの小型無人機を中心としたフェー
ズから、第2のフェーズに移行しているといえる。
今後、陸海空でのパーソナルな移動・運搬に関する
需要が、さらに高まると予想される。それにより、
エア・モビリティや商用目的ドローンの利活用は、
さらに促進されるだろう。FAA（米連邦航空局：
FAA Aerospace Forecast, 2019）によると、商用目
的ドローンの登録は現在、27万7,000台（推定）に
対し、2023年までに83万5,000台になると予測され
ている５）。

　
　実用段階に至るまでには、まだいくつかのステッ
プを踏まなくてはいけないとはいえ、技術的には陸
上・空中・水中（水上）の自律走行・自律航行技術
を組み合わせたソリューションが、実験フィールド
などで実現可能となっている。
　農業分野では、精密農業を目指して小型無人機や
自動走行車両などの技術開発と活用が進められてい
る。自律走行トラクターでの物資運搬に加え、小型
無人機による農薬散布や農作物の生育モニタリング
が行われている。小型無人機にマルチスペクトルカ
メラを搭載することで、衛星画像解析に用いられて

きた植生指標を圃場単位で解析できる。地上の農業
用センサーなどと統合利用することで、精密農業が
実現されつつある。農業の担い手の少ない農村部で、
熟達した農業従事者の技法を、こうした技術を活用
して伝承する取り組みも進められている６）。日本で
は、すでに米の生育状況を、ドローンを用いてモニ
タリングし、圃場単位で収穫量予測を行う取り組み
などが行われており、「ドローン米」などとして販
売されている。筆者らも、神奈川県内の酒造事業者
の協力の下、酒造米の圃場でのデータ収集・解析を
進めている。
　土木・測量分野では、すでにドローン測量の他、
自律走行車両を用いた測量・掘削工事なども実施さ
れている。わが国ではi-Construciton（ICT土木）
の取り組みの一環として、小型無人機を使った工事
現場の3次元測量が行われており７）、そのための小
型無人機操縦者の育成も盛んに行われている。交通
分野では、スポット的な交通量調査や、港湾施設で
の設備点検などに小型無人機が使われることがあ
る。機械学習等を用いた画像処理技術の精度向上に
より、交通量や異常物検出が、より容易になってい
る。物流分野では、2019年4月にグーグル親会社傘
下のウィングがFAAからドローン宅配の認可を取
得するなど、消費者向けドローン宅配の事業化も実
現に向けて動きつつある。事業者向けドローン配送
については、Ziplineがアフリカ諸国で展開する血
液のドローン輸送事業などの事例がある。
　陸上の自律走行車両による物流配送の実現には、
越えるべきハードルが少なくないが、わが国でも日
本郵政などが宅配ロボットの実証実験を実施してい
る。筆者らも、イタリアのベンチャー企業が開発し
ている宅配ロボット「YAPE」を用いた実証実験を
大学キャンパス内で実施した。通信環境の確保や高
精細地図の作成がより容易になれば、バリアフリー
環境での運用は技術的に難しくはない。わが国では、
小型陸上走行ロボットは「小型特殊自動車」扱いと
なるため、日常的な運用ができない。安全運用試験
データを蓄積した上で、公道上での走行が可能とな
るように、道路運送車両法を改正するのが望ましい。
「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

　エア・モビリティへの関心が高まっているのは、
空を活用した高速な移動に対する需要が高まってい
るからに他ならない。しかし、都市部など有人地域
での航空旅客輸送は、安全性という観点から実現す
べきハードルが高い。20世紀初頭に飛行機が発明
され、第2次世界大戦後にグローバルな航空旅客輸
送事業が本格化した。1942年以降の航空事故被害
のうち、死者数は8万人を超えるが、それでも航空
旅客市場が形成されたのは、航空機の利便性以上に、
安全運行管理に対する先人たちのたゆまぬ努力が
あったからに他ならない。
　人々の技術への安全性がより敏感な現代におい
てはどうだろうか。本原稿執筆時点で、わが国で
ドローン飛行中の死亡事故は発生していない（自
律航行機能を持たない無人機による事故を除く）。
今後、ドローンやエアモビリティが1機でも人命を
奪うような事故が発生すれば、技術への懐疑論が
高まり、無人地域での実証実験ですら困難になる
かもしれない。
　このような社会受容性の議論は、自動運転技術に
おいても同様である。19世紀後半に発明されたガ
ソリン自動車は、量産化の一方で大量の交通事故を
発生させ「殺人マシン」と揶揄されることもあった
が、今や我々の生活になくてはならない移動手段の
一つである。ガソリン自動車が、その黎明期におい
て十分な安全性が確保できていなかったにも関わら
ず、社会的に受容された反面、自動運転車両は必ず
しもそうとはいえない。例えば、自動運転モードで
走行していた車両が死亡事故を引き起こすと、世界
的な大ニュースになる。わが国では高齢者が引き起
こす交通事故が連日のように報道され、高齢者は自
動運転機能付き自家用車を利用すべきだとの声もあ
る。ところがMITのAgeLabの調査では、調査対
象者の約半数の人々が安全性への疑義などを理由に
「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

　無人機の有用性を実証するに際して、テスト
フィールドの存在は不可欠である。わが国でも無人
機やロボットの試験場はいくつか存在するが、限定
的な空間の中での試験に限られている。特定の技術
試験には有用ではあるものの、生活と密着した技術
の有効性を実証する上で十分とはいえない。また、
都心から遠隔地にある試験場は、当該地域の地域振
興には有益かもしれないが、アクセスや費用面など
が課題である。都心からのアクセスが良く（できれ
ば視察が容易な日帰り圏内で）、都市部から農漁村
部まで空間的にシームレスな地域課題の解決に、無
人機の有用性を実証できるテストフィールドも必要
である。
　無人航空機に関していえば、テストフィールドで
実証すべきことは、特区的な取り組みを通じた既存
の法規制の緩和・変更である。電波法に関しては、
①用途によって異なる利用要件の緩和、②海外製品
等の一時的な利用許可、③資格や過去の実績に基づ
く従事者免許の一時的発給、が挙げられる。①につ
いてはとりわけ、5.6-5.8GHz帯での利用目的（私用・
商用）や出力・利用帯域の差があることから、用途
別に要件を緩和すべきである。航空法に関しては、
①試験飛行等の許可申請（11条但し書き）の緩和、
②無人航空機申請の緩和、③重量150kg以上の無操
縦者航空機の要件緩和が挙げられる。
　今後、エア・モビリティの社会実験を実施する
ということになれば、道路・都市計画・航空・電
波通信などに関連する法規の規制緩和や修正が必
要となるだろう。無操縦者航空機を離発着可能な
空間（道路や駐車場、建物屋上）の定義、地上管
制局との通信電波帯、道路上と空中での機体のシー
ムレスな扱い（地上走行中は道路法と道路交通法、
少しでも浮上すると航空法？など）、附置義務駐機
（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

的に上空をドローンが飛び交う地域とは異なり、安
全運行管理への十分な配慮が必要だからである。自
律航行・自律走行する機材の利活用も前提としたス
マートシティの開発は、海外などで見られるが10）、
日本では、現状の制度をうまく（解釈により）運用
しながら、既成市街地や大学のキャンパスなどを
使って実証するのが望ましい。防衛技術やデュアル
ユース技術に関わることが難しい日本の大学は、自
律航行・自律走行に関する技術開発を、海外の他大
学と同レベルで行うのは容易ではないが、都市郊外
部や地方部に立地する大学キャンパス内で実証実験
を行い、安全運行管理などのデータを蓄積したいと
考える企業や研究機関は少なくないはずである。
　独自の予算で実証実験を実施するのが難しい自治
体も、テストフィールドを積極的に整備・公開する
仕組みを作り、窓口を一元化して運用してはどうか。
大学や自治体が、上述のようなテストフィールドや
窓口を提供すれば、国内のみならず世界中から実証
実験にやってくるだろう。そうなれば、実証実験や
視察を主目的としたツーリズムという副次的な効果
も期待できる。
　

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。
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も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

　ドローンの完全自律航行が実現すれば、ドローン
の操縦士など必要なくなると思われるかもしれな
い。インターネット時代に一人ひとりがスマホを持

つように、ドローンやロボティクスが普及すれば、
各自がドローンやロボットの使い方を身につけるよ
うになるだろう。その意味において、ドローンの仕
組みなどをより低い年齢層の子供にも習得させるこ
とは重要だと考える。2020年から小学校でプログ
ラミング教育が必修化されるのに伴い、プログラミ
ング教育の一環としてドローン教育を行う動きも出
ている。すでに筆者らは、所属する大学の大学生に
加えて、高校生を対象としたドローン教育を福島・
広島などで実施してきた。筆者らの大学では、学部
生を中心に、すでに200名以上の学生がドローン操
縦技術や関連する知識を、自主的な研究会などを通
じて習得している。その何名かは、卒業後にドロー
ンビジネスに関わっている。
　高校卒業後に、農業や土木業などの分野への就職
を検討している生徒がドローン操縦技術を習得すれ
ば、精密農業や測量業務にドローンを活用できる。
ドローンは業務に必ず必要というわけではないが、
入社前にドローン技術を習得することで、ドローン
人材としての付加価値をつけることができる。筆者
らがドローン教育を実施している高校では、10～20
数名の生徒を対象に定期的にドローン教育を実施し
ている。生徒自らドローンサークルを立ち上げた後
にドローン部を創設するなど、自主的な活動を活発
に展開している。高校生や大学生を対象としたド
ローン教育において鍵となるのは、卒業後にどのよ
うな職業で役立てることができるのかを明確にイ
メージさせることである。当然、先生や地域の方々
の理解を得ることが重要なのはいうまでもない。
　現在、小学生から大学生までを対象としたドロー
ン教育用カリキュラムを整備し、知見を蓄積してい
るところである。筆者らは、日本科学未来館や首都
圏の小中学校でも、ドローン教育プログラムを実施
している。ドローンは力学、電気工学、プログラミ
ング、地理学などの要素を理解して初めて、その仕
組みを理解することができるため、中初等教育の教
材として適している。
　航空法の範囲内でドローンを扱うこと自体には免
許は必要としないが、ドローンの資格取得ビジネス
は盛んであり、わが国でもいくつかの民間事業者が
ドローンのライセンスを発行している。産業用農薬
散布ドローンを操縦する場合には、産業用マルチ
ローター技能認定証の資格が必要となる。また、ゴー
グルを着用して5.8GHz帯を使ってドローンを操縦
したい場合には、アマチュア無線従事者免許を取得

する必要がある。ドローンの普及とともに、航空法
のルールを知らずにドローンを操縦する人が増えて
いる。重大事故発生を未然に防ぐためにも、一般向
けのドローン教育を折に触れて実施するのが望まし
いのではないだろうか。

　大型の無人航空機による物流や、無操縦者航空機
によるタクシーサービスなどが開始されるようにな
ると、建築や都市デザイン自体も大きく変わるかも
しれない。例えば、マンションや商業施設の屋上に
ドローンポートを設置して商品を輸送するサービス
は、すでに検討されている。ドローン物流が個別宅
配サービスまで拡大できれば、マンションのバルコ
ニーなどにドローンポートを設置することなども考
えうるが、入居者の生活環境や個人情報の保護など
の観点から、導入方法については、社会的にも議論
が必要になるだろう。
　シェアリングカーサービス事業者のUberなどは、
エア・モビリティによるタクシーサービスを提案し
ている。タクシーの停留所として高速道路のイン
ターチェンジ上のドローンポート（空港）などを独
自に整備する案などが提示されている（Fig.3）。日
本であれば、鉄道駅の屋上などを活用する可能性も
ある。
　物流分野でドローンやロボットの利活用が進め
ば、それを前提にマンションの宅配ボックス空間を
設計することができる。つまり、従来のように宅配
ボックスに広い空間を使う必要はなくなるのではな
いか。また自動運転車両の個人利用が促進されれば、
必ずしも、住宅地や商業施設に駐車場を設置する必
要がなくなる。そうなれば、附置義務駐車場のあり
方も見直されるかもしれない。陸上交通のための駐
車台数が少なくなれば、附置義務駐車場のスペース
も減らすことができるし、それにより、建築物の構

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、
「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地


