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　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

特集●ドローン活用／紹介

ドローン物流の現状と展開可能性

　1.　まずは身近なドローンから

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018
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年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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3 ）  国土交通省「過疎地域等におけるドローン物流
ビジネスモデル検討会」

　　▶http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/
　　freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000158.html
4 ）  首相官邸「岡山県和気町における 大型ドロー
ンを活用した国家戦略特区構想 追加のご提案」

　　▶https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
　　kokusentoc_wg/h30/teian/
　　20180823_shiryou_t_3_1.pdf（2019年5月6日
閲覧）

5 ）  NTTドコモ「セルラードローンの送信電力最
適化機能を開発－上空でのLTEによるドロー
ンのレベル3自律飛行に成功－」報道発表資料、
2019年3月12日

　　▶https://www.nttdocomo.co.jp/info/
　　news_release/2019/03/12_00.html（2019年5月
6日閲覧）

6 ）  docomo sky HP
　　▶https://www.docomosky.jp/（2019年5月6日
閲覧）

に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当
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　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　2.　ドローン展を見に行く
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ドローン物流の現状と展開可能性

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.1　筆者研究室のドローン軍団 Fig.2　国際ドローン展の様子
（2019 年 4 月 17 日筆者撮影）

Fig.3　ドローンビジネスの市場規模推移予測２）
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　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　3.　国土交通省のドローン物流・5つの実験

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018
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年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.4　南相馬市実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷
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上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.5　白馬村実験の飛行経路（概略）
地図）Google Earth

Fig.6　秩父市実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.7　和気町実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　4.　ドローン物流市場とその制約条件

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は
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片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Table 1　国土交通省の5実験のまとめ３）

Fig.8　福岡市玄海島実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps

検証地域

飛行
シナリオ

配送荷物

飛行回数

飛行距離

飛行経路

福島県南相馬市 長野県白馬村 埼玉県秩父市 岡山県和気町 福岡県福岡市

3回 5回 9回 14回 3回

9.0km 1.0km 6.0km 19.6km 5.0km

過疎地域／山間部 山間部 海上

検証主体
（協議会）

郵便事業配送
効率化
協議会

白馬村山岳
ドローン物流実用化

協議会

秩父市
ドローン配送
協議会

和気町
ドローン物流検証実験

協議会

福岡市
ドローン物流
協議会

日本郵便㈱の小高郵
便局から浪江郵便局に
荷物配送

林道終点から山小屋に
食料等を配送

キャンプ場に注文の
あったバーベキュー用品
を配送

過疎集落に注文のあっ
た食料品・生活用品を
配送

本土－離島間で生活
品や海産物等を配送

業務用書類やパンフ
レットを模擬した荷物等

米、生きた魚、アイス、空
き瓶、空き缶等

紙皿、プラスチックコッ
プ、虫刺され薬等

菓子パン、寿司等食料
品、トイレットペーパー等

山間部（送電線上空を
飛行経路に活用）

過疎地域（河川上空を
飛行経路に活用）

封筒、医薬品を想定した
サプリメント、生わかめ等



　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）
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たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため

通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Table 2　コンビニ商品配送のシミュレーション

Fig.9　和気町47名集落へのコンビニ配送実績４）
（2016年2月3月の60日間の個数）

60日間輸送量
［cm²］

60日間
輸送個数

60日間
輸送金額



　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

小型機やトイ・ドローンを中心に、7機のドローン
を購入し、規格や性能の向上を体感してきた（Fig.1）。
この5年間で飛躍的に進化したのは、①GNSS（GPS）
センサーによる位置情報の測位とそれを利した自動
帰還システム、②4Kをはじめとする高画質カメラの
搭載、③各種センサーを用いた障害物検知・回避や
安定した着陸動作の実現、④中大型機の着実なペイ
ロード（積載重量）の向上などが挙げられようか。
ホビーユースでは、これらドローンの先進技術に基
づく風景撮影が一つのジャンルを形成している。ま
た、5.7GHz帯の電波による画像伝送を伴ったドロー
ンレースも、ドローンから派生したユニークな競技
として人気を集めつつある。この画像伝送には、四
級アマチュア無線の免許と無線局開設許可が必要だ
が、小型ドローンを用いたFPV（First Person View）
と呼ばれる映像は、CMやTVドラマ撮影でも、時々
見かけるようになってきた。

　5.　おわりに

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、
「［５］新技術（IoT，BD，AI等）の活用による“物
流革命”」の一つの要素技術としてドローンを位置
づけている。また、2018年6月に閣議決定された「未
来投資戦略2018」では、より具体的に「小型無人
機について、本年度からの山間部等での荷物配送等
の本格展開に向け、航空法に基づく許可・承認の審
査要領の早期改訂等を行う。また、2020年代には
都市部での荷物配送等を本格展開させるため、本年
度から第三者上空飛行の要件の検討を開始するとと
もに、電波利用の在り方の検討や福島ロボットテス
トフィールドを活用した複数機体の運航管理と衝突
回避の技術開発等を進める。」とうたわれており、
急速な速度でドローン物流が実験段階から、さまざ
まな規制緩和に基づいた実用化段階に歩を進めてい
ることが分かる。
　本稿では、2018年度に国土交通省と環境省の連
携事業で実施されたドローン物流実験１）結果を中
心に、今後のドローン物流の在り方について考察を
試みる。

　さて、ドローン物流について話を進める前に、も
う少し広範にドローンの活躍舞台を紹介したい。
筆者は、2019年3月14日（木）に “Japan Drone 2019 
-Expo for Commercial UAS Market-”、そして4月
17日（水）には、「国際ドローン展」を視察する機
会を得た（Fig.2）。共に毎年開催で、今回は両方同
じ幕張メッセを会場とした。2つのイベントは、双
方とも大変な人気で、出展会社もバラエティーに富

んでいた。
　筆者の参加目的には、もちろん本稿執筆のネタ探
しの意味合いもあったのだが、「ドローン物流」に
直接関わるブースがほとんどなかったのが印象に
残った。イベントのドローン利用の主目的が何で
あったかというと、「建設測量」「維持点検」「災害
対応」の3項目である。会場を練り歩けば、「鉄塔
点検」「血液輸送」「多数のドローン検知機」「10リッ
トルの農薬散布」「エアゾール散布」「i-Construction
支援の3D点群処理」「ソーラーパネル点検」「害獣
調査」「災害実態先見調査」「ドローンにやさしい
町那賀町（徳島県）」「ドローンの宿（大分県）」等々、
ドローンのさまざまな用途に驚かされることになっ
た。配布資料の一つに、「国内ドローンビジネスの
市場規模推移予測」２）があった（Fig.3）。
　これを見ると、2020年度頃からドローンビジネ
スは機体開発から、サービス提供を中心に大きく花
開くことが予測されている。2024年度には、2018

年度の5倍以上の市場が見込まれている。
　このようなドローンを巡る大きな流れの中で、ド
ローン物流が持つ可能性や諸課題について、次章で
確認したい。

　国土交通省は、2018年6月から7月にかけて、環
境省との連携事業、『平成30年度CO₂排出量削減に
資する過疎地域等における無人航空機を使用した配
送実用化推進調査』におけるドローン物流実験につ
いて、協議会の組織を前提に公募を行った１）。多く
の案が申請されたが、その有効性や具体性、そして、
地元の参加協力の工夫などが評価され、最終的に5
カ所のドローン物流が実験対象に選定された。2018
年秋から2019年1月にかけて、さまざまな取り組み
が行われ、その成果について、同じく国土交通省が
設置した 『過疎地域等におけるドローン物流ビジネ
スモデル検討会』３）で改めて幅広く議論された。
　本章では、その検討会で報告された内容をもとに、
5カ所のドローン物流実験の詳細を確認する。
　3-1　福島県南相馬市
　福島県南相馬市では、日本郵便株式会社が中心と
なり、2018年11月5日および6日に郵便局間輸送の
一部をドローンで代替する実験を行い、11月7日か
ら年度末までの繁忙期の一時休止を挟みながら、実
験の業務として行われた。実験対象となった小高郵
便局と浪江郵便局の間の飛行距離は、約9kmであっ
た。しかし途中、常磐線の横断にはトンネル上空を
通過することや、密集市街地をなるべく回避する目
的で、飛行経路は直線ではない（Fig.4）。そして、
経路長が9kmと長いため、目視外・補助者なし飛
行となったが、電波の到達範囲を超えてしまうため、
途中にアドバルーンによる中継アンテナを空中に設
置している。住民への丁寧な配慮にも留意し、住民
説明会はもとより、自治体、道路管理者、警察、電
力会社、鉄道会社等への事前説明も実施された。ド
ローンが飛行する経路の下の道路については、52
カ所の看板（「100m先、ドローン飛行」などの表示）
が設置され、道路占用許可申請と使用許可申請もな
された。輸送されたのは、業務用書類やパンフレッ
トを入れた「ゆうパケット」等である。それほど温
度や振動の影響を気遣う必要のない荷物なので、今
後の有用性は高いと思われる。
　実験を通じて明らかになった課題としては、
・目視外・補助者無し飛行で必要とされる画像伝送

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。
・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。
・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。
・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。
などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる
（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する
ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

などがまとめられた。
　3-3　埼玉県秩父市
　埼玉県秩父市は、首都圏1都3県の中で最大の面
積（約578km2。ちなみに2位は横浜市の約437km2）
を有し、埼玉県面積の15%を占める広大な市であ
る。現職の市長の趣味の一つがドローン操縦・景観
撮影ということもあり、ドローンによる地域創生な
ど、ユニークな取り組みがなされている。
　今回の実験では、浦山ダム湖畔から3km離れた
キャンプ地へ、約10分の飛行で紙コップや虫刺さ
れ薬など、キャンプ客からの緊急品要請に応えると
いうシナリオが想定された（Fig.6）。まず専用アプ
リで合計金額に加えて合計重量も確認の上、注文を
確定し、ドローンで配送するという手順である。こ
ちらも補助者無しの目視外飛行が試された。興味深
いのは、飛行経路が送電線の上空にセットされたこ
とで、これは「ドローンハイウェイ」と称された。
確かに、山奥では万一、森林地域で墜落や不時着す
ると、ドローンの回収は困難であるし、今回も送電
施設の鉄塔に風速計を設置するなど、送電線ネット
ワークをドローンの「道」にすることのポテンシャ
ルは高いと思われた。
　東京から近いこともあり、2019年1月25日（金）

たり3～4回となる。一回当たりの輸送金額（具体
品目の合計販売額）は、925,800÷207＝4,464［円／回］
である。一日3～4回の配送で過疎地域集落の需要
を満たすことができるのは、feasibleと見なせる。
しかし、一回のフライトの商品価値総額が5,000円
程度では、1割の飛行代サーチャージでも継続利用
は困難かもしれない。この課題を克服するためには、
一つには玄界島の生わかめのような「帰り荷」の確
保が必要だろう。あとは、完全無人飛行技術が確立
されれば、操縦者コストが消滅するので、このシス
テムの継続性が高まることは間違いない。
　無論、このシミュレーションは、「具体品目」の
選び方で結果が変わるので、一つの試行実験の段階
に過ぎない。より詳細な検討が待たれる。
　また、「物流」単体のドローン運用を前提とせずに、
例えば、農業の播種や農薬散布、救援物資運送など、
異なる目的間でドローンを共同利用することを考え

れば、一層の運用費用の低減を実現することも可能
だろう。
　4-2　ドローン物流の制約条件
　2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件を受け
て、2015年12月から改定航空法が施行された。主
な内容は、航空法132条の規制強化であり、200g以
上の機体（無人航空機）であれば、DID（人口集中）
地区上空等の空域の飛行には許可が必要となり、飛
行方法に関する条件には、①日出から日没まで、②目
視による常時監視、③無人航空機と人、または物件
との距離30mを保持、④多数の者が集まる場所の上
空以外、⑤爆発物等、危険物輸送の禁止、⑥無人機か
らの物件投下の禁止などが含まれるようになった。
筆者の大学キャンパスは東京23区内に位置し、当
然、この規制に該当する（Fig.10）ため、2016年度
から毎年、東京航空局にキャンパス運動場における
ドローン飛行許可申請を提出している。最近は、申
請後2～3週間で、「無人航空機の飛行に係る許可書」
が手元に届くようになった。ドローン物流で目視外・
補助者無し飛行を行う際に課題となった規制は、「無
人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で
定められた「150m以上の高さの空域の飛行禁止」
である。白馬村や秩父市の実験経路は、連なる山頂
と尾根の標高差が150m以上あり、この150m規制
を墨守するためには、一旦、尾根に向かって飛行高
度を低下させる必要があった。迂回ルートとなり、
電波通信条件も悪くなることから、安全に支障がな
い限り、このような特殊条件下の規制緩和が求めら
れたのである。
　もう一つは、電波法に関わる規制である。ドロー
ンも遠隔操作や画像・データ伝送には電波を利用し

ており、一般に市販されている
ドローンでは無線局免許を必要
としないWi-Fi機器等が用いら
れることが多いものの、ドロー
ン物流のような用途に応じて、
より高画質で長距離の映像伝送
を可能とすることが求められて
いる。目視外・補助者無し飛行
において、画像伝送通信のため
に高出力かつ伝送速度の速い、
主に5.7GHz帯および2.4GHz帯
等から成る無線通信システムを
利用する場合、無線局免許が必
要となることや、高周波のため
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通信距離が短く、天候の影響も受けやすいことが課
題である。
　これらの課題に対して、サービスエリアが日本全
国に広がっており、電波利用に免許・資格を必要と
せず、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話
のLTE（Long Term Evolution）利用ニーズが高い
とされている５）。一方、携帯電話の通信システムは
地上における利用を前提に設計されているため、既
存の通信に支障を来すことのないよう電気通信事業
者（NTTドコモやKDDI）が「実用化試験局」の
免許手続きを行った場合に限り、ドローンによる
LTE利用を試験的に可能とする取り組みが進めら
れているところである。逆に、通信キャリアが自ら
の基地局も利用して、ドローンビジネスに乗り出す
例も見受けられるようになった。例えば、NTT ド
コモは、「セルラードローン®」と称するドローン
技術を開発中で、すでに “docomo sky” として太陽
光パネルや無線基地局の点検などを対象とした事業
展開が始まっている６）。周波数を巡るドローンビジ
ネスの攻防では、透明性の確保と共創・協働を原則
に、Win-Winの成果を期待したい。

　昨年の秋、国際シンポジウムに参加するため、久々
に北京を訪れた。会場とホテルがオリンピック公園
に面していたので、夜、公園を散歩すると、上空を
無数のドローンが色とりどりのランプをまとって飛
行していた。もちろん、日本では飛行禁止区域であ

る。Uberなどのシェアリングサービスもそうだが、
規制が緩く、さまざまな可能性にチャレンジできる
国と地域では、技術の進展も激しいと思われる。
　ドローンはまだ、「技術」「市場」「規制」の組み
合わせに齟齬を生じている側面も少なくない。ただ、
本稿で確認したとおり、国土交通省の5実験を通じ
て、荒削りながら、ドローン物流の将来性には十分
な希望を見出すことができたように思う。
　海外の動向も含めて、今後もドローン物流の行方
を見守りたいと考えている。
　末筆ではあるが、本稿のpeer reviewに応じて頂
いた吉藤智一氏（㈱日通総合研究所、前国土交通省
総合政策局物流政策課）に謝意を表する次第である。
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に開催されたデモンストレーションには、多くの報
道関係者も詰めかけた。当日用いられた機体はペイ
ロード2kgの機材で、前述のアプリ操作から目的地
への配送までスムーズな運航が確認された。
　実験を通じたポイントとしては、
・白馬村と同様、谷越え時に航空法150mの制約か
ら迂回行動を取らざるを得ないこと。

・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見
据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。

・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算
可能性を明らかにしたこと。

・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、
災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

などが再確認されたように思われる。
　3-4　岡山県和気町
　岡山県和気町では、過疎集落へのコンビニからの
日用品配送が実験された。配送先は19世帯約47人
が住む和気町津瀬地区で、想定されたシナリオは、
①ドローン運航会社が住民から毎朝9時までに電話
注文を受け付け、②注文の在庫をコンビニに確認し、
③運航会社がコンビニで商品を受け取り、出発ヘリ
ポートから着陸ヘリポートにドローン運航、④住民
がヘリポートで注文品を受け取り、という流れであ
る。具体的には、パンや牛乳、ティッシュなどが配
送された。飛行経路は5実験の中では最長の約
10kmで、かつ吉井川上空を飛行する（Fig.7）とい
う設定であり、ドローン飛行経路の在り方にヒント
を与える運用であった。なお、10kmという長距離
で、かつ山間の経路であるため、電波が届きにくい
ことから、操縦者がドローンと並走し、基本的に機
体を目視できる範囲内で飛行させることとなった。
　使用されたのは、5実験の中で唯一、化石燃料を
利用したハイブリッドエンジンを搭載する
AeroRangeという機材であり、飛行時間は最大3時
間にも及ぶ。ペイロードは8kgである。実施期間は
2018年12月1日から15日で、合計14回の配送が無
事に行われた。見えてきた課題や住民からの声をま
とめると、
・注文品の受け取り確認・決済を行うシステム開発
の必要性

・品数やペイロード増加、夜間配送の要望
・当日の配送可能性有無のスムーズな情報提供シス
テムの必要性

など挙げられている。

　3-5　福岡県福岡市玄界島
　5実験の中で唯一の離島への配送実験が、2018年
11月20日および21日に、福岡市の玄界島で実施さ
れた。玄界島では、通常は福岡港から市営渡船によ
る日用品の輸送が行われている。また郵便物関連は、
今回のドローン離陸地点となった唐泊港から、個人
漁船が島の郵便局への配達を請け負っている。その
ため、今回の実験は、後者の配送の代替手段として
位置づけられ、郵便物を想定した封筒を中心に、ビ
タミン剤などが往路で運ばれた。特徴的なのは、復
路では玄界島特産の天然わかめが配送されたこと
で、やはり高付加価値輸送の可能性が示されたので
ある。
　飛行経路は海上約5kmで、飛行時間は約10分、
今回は補助者有りの目視外飛行となった。これは海
上における目視外・補助者無し飛行の承認を得るた
めの対策や、所要の手続に時間を要したためである
が、2019年5月14日から16日には、改めて承認を
得た上で、目視外・補助者無し飛行による実験が実
施されたことを書き添える。なお、2018年11月20
日および21日の実験で使用された機材のペイロー
ドは1kgであった（Fig.8）。
　本実験の輸送対象が軽量な郵便物中心であったこ
ともあり、頻度を高めれば、個人漁船による配送よ
りはCO₂排出量も低減化可能（ドローンの電気代は

片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必
要があった。

・玄界灘の強風対策を講じる必要がある。
・到着側の人材確保が継続利用に不可欠。
・長距離の離島への運航には、柔軟な無線周波数帯

の利用や指向性アンテナの開発が必要。
などが掲げられた。
　以上、5つの実験内容を紹介したが、概要を取り
まとめると、Tabel 1の通りとなる。

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた
（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.10　首都圏のドローン飛行許可が必要な地域
（空港周辺は制限表面を表している）
地図）Google Maps


