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　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した
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ドローンが活躍する社会に向けた研究開発プロジェクトの取り組み

　1.　はじめに

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

Research and Development Project Initiatives for Societies
in which Drones Play an Active Role

　NEDOが進める「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現（DRESS）
プロジェクト」の概要と、当該事業分野のトッププレイヤーが英知を結集したオールジャ
パン体制での推進状況を紹介する。特に、福島ロボットテストフィールドにおけるドロー
ンの運航管理システムや衝突回避技術等に関する基礎研究・実証実験に加え、この研究
成果を反映した国際標準化推進等の総合的な取り組みについて具体的な事例を用いて概
観し、当該プロジェクトが目指す「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行できる社会」等を実現するための研究開
発を解説する。

　This paper introduces an overview of the “Drones and Robots for Ecologically 
Sustainable Societies (DRESS) Project” promoted by NEDO, and the progress status 
of the all-Japan system that gathers intelligence from top players in this business field.
In addition to basic research and demonstrative experiments concerning such as 
drone operation control systems and collision avoidance technology at Fukushima 
Robot Test Field in particular, this paper provides an outline of comprehensive 
initiatives for promoting international standardization and such that reflect the results 
of this research using specific examples. The paper explains the research and 
development to achieve goals such as “a society where many logistics drones can fly 
in urban areas” and “a society where drones can fly safely in the same airspace as 
manned helicopters and other such aircraft”, which are the goals of this project.

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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r e s p o n s i b i l i t y  o f  I SO/TC  2 0 / SC  1 6  
Secretariat，International Organization for 
Standardization

　　▶https://www.iso.org/committee/5336224/x/
　　catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
16 ）NEDO「インフラ点検・災害対応ロボットの

普及拡大を目指した人材育成事業に着手―ロ
ボット性能評価の講座開設や人的交流を実施へ
―」2018年7月26日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101001.html
17 ） NEDO「NEDOと南相馬市がロボット関連人
材育成などに関する協力協定を締結―福島ロ
ボットテストフィールドを活用した講座を開催
へ―」2019年4月10日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101100.html

された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載
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　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した
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物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

　2.　NEDOが考える将来のドローンが活躍する
　　　社会とは

多くの物流ドローンが都市部で
飛行

写真提供）株式会社ゼンリン

有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行

写真提供）株式会社 SUBARU

Fig.1　NEDOが考える将来のドローンが活躍する社会

　3.　DRESSプロジェクトの概要



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。
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2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。

参考文献
1 ）  NEDO「ロボット・ドローンが活躍する省エネ
ルギー社会の実現プロジェクト」2019年4月2
日更新

　　▶https://www.nedo.go.jp/activities/
　　ZZJP2_100080.html
2 ） 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小
型無人機の安全な利活用のための技術開発と環
境整備～」2018年6月15日

　　▶http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
　　kogatamujinki/pdf/siryou9.pdf
3 ）  NEDO「世界初・完全自律制御ドローンでの長

距離荷物配送を実証―福島浜通りロボット実
証区域で飛行実証試験にチャレンジ―」2017
年1月12日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100704.html
4 ）  NEDO「日本初、同一空域で有人ヘリコプター

と無人航空機の安全性能試験を福島県で実施
―無人航空機の衝突回避に関する性能評価基
準の策定に向けて―」2017年12月15日
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「データ駆動型社会」への変革―』2018年6月
15日

　　▶https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
　　keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf
6 ）  NEDO「NEDOと福島県がロボット・ドロー
ンの実証に関する協力協定を締結― 福島ロ
ボットテストフィールド活用に向け連携強化
―」2017年11月22日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100877.html
7 ）   福島県 公式サイト「福島・国際研究産業都市
（イノベーション・コースト）構想」

　　▶http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/
　　list275-1006.html
8 ）  NEDO「インフラ維持管理・更新等の社会課題
対応システム開発プロジェクト」2016年4月4
日

　　▶https://www.nedo.go.jp/koubo/
　　CD2_100049.html
9 ）  NEDO「ロボットやドローンの社会実装を加速
させる新たな研究開発に着手―物流、インフ
ラ点検、災害対応分野で活躍が期待―」2017
年5月16日

　　▶http://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100766.html
10 ） NEDO「インフラ点検や災害対応に活用する「ロ
ボット性能評価手順書」を公表―実現場にお
ける各用途のロボット活用加速に貢献―」
2018年5月30日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100962.html
11 ） NEDO「無人航空機の新たな安全評価基準の開
発に着手―安全な目視外および第三者上空飛
行の実現を目指す―」2018年5月30日

　　▶http://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100963.html

12 ） NEDO「世界初、火災現場への進入と近距離空
撮が可能な300℃耐火型ドローンを開発― 4月
にサンプルモニタリングを開始し、「消防士の
空飛ぶチームメイト」を目指す―」2019年3
月6日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101080.html
13 ） NEDO「同一空域・複数ドローン事業者のため
の運航管理システムを実証―運航管理システ
ムのAPIの順次公開を目指す―」2019年3月
1日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101072.html
14 ） NEDO「世界初、無人航空機に搭載した衝突回

避システムの探知性能試験を実施― 福島ロ
ボットテストフィールドで、有人ヘリコプター
衝突回避の模擬飛行試験―」2018年12月14日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101048.html
15 ） Standard and/or project under the direct 
r e s p o n s i b i l i t y  o f  I SO/TC  2 0 / SC  1 6  
Secretariat，International Organization for 
Standardization

　　▶https://www.iso.org/committee/5336224/x/
　　catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
16 ）NEDO「インフラ点検・災害対応ロボットの

普及拡大を目指した人材育成事業に着手―ロ
ボット性能評価の講座開設や人的交流を実施へ
―」2018年7月26日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101001.html
17 ） NEDO「NEDOと南相馬市がロボット関連人
材育成などに関する協力協定を締結―福島ロ
ボットテストフィールドを活用した講座を開催
へ―」2019年4月10日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101100.html

された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Fig.3　福島ロボットテストフィールドでの飛行試験

　4.　ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の
　　 開発

Fig.2　DRESSプロジェクトの研究開発項目



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

　5.　無人航空機の運航管理システムおよび衝突回
　　　避技術の開発

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

（ 59 ）

143

IATSS Review　Vol. 44,  No. 2 Oct., 2019

ドローンが活躍する社会に向けた研究開発プロジェクトの取り組み

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Fig.4　火災現場を想定した実証試験の様子 Fig.5　300℃耐火性能ボディーの構成



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機
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株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Fig.8　実証実験で確認した飛行スケジュール

Fig.6　同一空域で複数事業者のドローンが飛行する様子

Fig.7　４つの利用シーンと飛行ルートのイメージ



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提
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ドローンが活躍する社会に向けた研究開発プロジェクトの取り組み

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Fig.9　運航管理システムAPIを順次公開予定

国内外のドローン事業者が福島ロボットテストフィールドでドローン運航試験を実施できるよう、
運航管理システムのＡＰＩ（アプリケーション・プログラミング・インタフェース）を順次公開予定。



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Table 1　中型の無人航空機と搭載機器

Fig.11　模擬飛行する中型の無人航空機の様子Fig.10　無人航空機に搭載した衝突回避システムの探知性能試験



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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空飛ぶチームメイト」を目指す―」2019年3
月6日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101080.html
13 ） NEDO「同一空域・複数ドローン事業者のため
の運航管理システムを実証―運航管理システ
ムのAPIの順次公開を目指す―」2019年3月
1日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101072.html
14 ） NEDO「世界初、無人航空機に搭載した衝突回
避システムの探知性能試験を実施― 福島ロ
ボットテストフィールドで、有人ヘリコプター
衝突回避の模擬飛行試験―」2018年12月14日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101048.html
15 ） Standard and/or project under the direct 
r e s p o n s i b i l i t y  o f  I SO/TC  2 0 / SC  1 6  
Secretariat，International Organization for 
Standardization

　　▶https://www.iso.org/committee/5336224/x/
　　catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
16 ）NEDO「インフラ点検・災害対応ロボットの

普及拡大を目指した人材育成事業に着手―ロ
ボット性能評価の講座開設や人的交流を実施へ
―」2018年7月26日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101001.html
17 ） NEDO「NEDOと南相馬市がロボット関連人
材育成などに関する協力協定を締結―福島ロ
ボットテストフィールドを活用した講座を開催
へ―」2019年4月10日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101100.html

された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）
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の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Table 2　小型の無人航空機と搭載機器

　6.　ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

　7.　まとめ

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI
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システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。
③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載

Fig.12　情報提供機能の構成



　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（以下、NEDO）は、将来の産業用ドローン
の社会実装に向け、2017年度から2021年度までの5
年間で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー
社会の実現プロジェクト１）」（以下、DRESSプロジェ
クト）を推進している。

　このプロジェクトは、関連する事業分野のトップ
プレイヤーやエキスパートの英知を結集したオール
ジャパン体制で研究開発を推進する。
　特に、福島県に整備される福島ロボットテスト
フィールド等の活用を見据えた、ドローンの長距離
飛行試験に関する性能評価手法・特殊環境下（火災
現場等）で連続稼働できるドローン機体の開発や、
ドローンの運航管理システム・衝突回避技術等に関
する基礎研究・実証実験に加え、この研究成果を反
映した国際標準化推進等の総合的な取り組みが特徴
的である。
　また、従来のドローンを活用した空撮や農薬散布
等のビジネスに加え、今後、新たな技術を導入した

物流ビジネスの荷物配送業務や災害対応分野の社会
実装を加速するだけでなく、警備分野や離島搬送用
途等も視野に、さまざまな分野へ本プロジェクトの
成果をつなげていくことを目指しており、プロジェク
トメンバーは、この活動を“Drones and Robots for 
Ecologically Sustainable Societies project”と総称
し、頭文字をとって“DRESSプロジェクト”と呼
んでいる。

　本プロジェクトでは、物流、インフラ点検、災害
対応等の分野で活用できる無人航空機およびロボッ
トの開発を促進するとともに、社会実装するための
システム構築および飛行試験等を実施するとしてお
り、空撮や農薬散布等、従来の無人航空機を活用し
たビジネスに加え、新たな技術を導入した物流ビジ
ネスの荷物配送業務や災害対応等に展開するととも
に、測量や観測、警備等、さまざまな分野にも本プ
ロジェクトの成果をつなげていくことをアウトカム
目標に掲げている。
　特に、将来の無人航空機による荷物配送等のビジ
ネスは、Fig.1に示すような目視外飛行が前提とな
り、配送先での離着陸等複雑なプロセスを伴う「多
くの物流ドローンが都市部で飛行できる社会」や「有
人ヘリコプター等と「同一空域」で安全に飛行でき
る社会」を実現する必要がある。
　これに基づき本プロジェクトは、経済産業省とも
密に連携しつつ、2020年代には都市部での荷物配
送等を本格展開することを見据え、あらかじめ設定
されたルートどおりに飛行するだけでなく、衛星測
位情報等、高精度な位置情報を利用した運航管理シ
ステムや衝突回避等の技術を導入し、他の有人航空
機や無人航空機等、さまざまな障害物等を避けなが
ら有人地帯での目視外飛行を実現する研究開発を促
進するだけでなく、当該技術の社会実装を加速する

ための制度設計やルール策定に資する実証データや
エビデンスについて積極的に公開・報告することで、
「空の産業革命に向けたロードマップ2018 ～小型無
人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備～」
（2018年6月15日小型無人機に係る環境整備に向け
た官民協議会２））の実現に寄与していく。

　3-1　DRESSプロジェクトとは
　DRESSプロジェクトの主な研究開発項目はFig.2
に示すように
①ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発
②無人航空機の運航管理システムおよび衝突回避技
術の開発

③ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進
によって構成されている。
　本プロジェクトの2018年度における実績は、政
府予算32.2億円の委託・助成事業に対し、38実施
者が参画している。　　
　以下、それぞれの研究開発項目の主な進捗状況と
その成果について記述する。
　3-2　福島ロボットテストフィールドの活用
　DRESSプロジェクトではFig.3に示すように、こ
れまでも自律制御無人機による長距離荷物配送３）

や有人機と無人機の同一空域飛行４）等の各種試験
飛行を福島ロボットテストフィールドにおいて積み
重ねてきた。
　また、昨年度の「未来投資戦略2018 -「Society 
5.0」「データ駆動型社会」への変革-５）」においても、
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。併せ
て、福島イノベーション・コースト構想を推進し、
企業誘致を通じた産業集積や人材育成の加速化を進
める。
　DRESSプロジェクトは、この政策動向に基づき、
ドローン等の無人航空機について、各種飛行試験に
よる社会実証を積み重ね、必要なデータ等を取得す
ることが重要であるとの観点により、福島県とのロ
ボット・ドローンの実証に関する協力協定６）を締
結することで、複数機体の運航管理システムや有人
機と無人機の衝突回避技術等に関する飛行試験を継
続的に実施し、積極的にその成果を公開することで、
福島ロボットテストフィールドの活用による福島イ
ノベーション・コースト構想７）の推進とロボット・
ドローン産業の活性化を図ってきた。

2019年度も引き続き、運航管理システムのAPI公
開による同一空域・複数機体の飛行や衝突回避技術
等のブラッシュアップに向けた各種飛行試験を福島
ロボットテストフィールドで実施予定である。

　4-1　性能評価基準等の研究開発
　NEDOは、2016年度より「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト８）」
において、各種ロボットの運用に必要とされる性能
や操縦技能等に関する評価基準や、その検証手法に
関する研究開発へ着手している。
　さらに、DRESSプロジェクトにおいて、インフ

ラ点検および災害対応分野等での活用が期待される
各種ロボット（無人航空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を分野およびロボットご
とに策定するために、模擬環境下での検証を推進し
ており９）、福島県のロボットテストフィールドへの
設備・計測システムの提案に加え、2018年5月30日
に「性能評価手順書」を取りまとめ、一般へ公表し
た10）。
　また、2018年度からは、ドローン等の無人航空
機の目視外および第三者上空等での飛行を安全かつ
環境にも配慮して行えるように、機体の信頼性およ
び安全性等の性能評価基準の開発に着手し11）、例え
ば、住宅地等の飛行地域の特性を考慮することで、
無人航空機が着陸、または墜落した際の機体が及ぼ
す衝撃エネルギーを抑制するための基準検討や、昼
間飛行を想定した騒音対策等に関する研究開発を推
進している。
　4-2　特殊環境下で連続稼働できるドローン機体

の開発
　近年、災害現場等、人が近づくことが難しい場所
の状況確認や救助支援のために、特殊環境下でも飛
行可能なドローン機体の実用化が切望されている。
しかしながら、ドローンを火災現場で利用するため
には、従来の機体には耐火性がないため、火災現場
の上空50m前後からの遠距離空撮が限界であり、
遠距離空撮には、火煙による視認性の悪さ、ブレや
ピントボケ等、映像品質が十分に安定しない等の課
題があった。
　そこで、2019年3月6日に、NEDOは株式会社エ
ンルートと連名で「世界初、火災現場に進入し近距
離空撮が可能な300℃耐火型ドローンの開発」を公
表12）した。
　このドローンは、Fig.4で示すように300℃の高温
環境下においても約1分間の連続運用が可能で、人
や従来型ドローンでは近づくことができなかった火
元の上空5mから10mまでの近距離空撮による、鮮
明で詳細な現場確認を実現できる。
　また、現場確認時には、自律航行により操縦者の

負担を軽減し、機体に搭載したカメラ（オプション
として熱源をより詳細に把握するために、赤外線カ
メラを追加搭載することも可能）からの映像をリア
ルタイムで操縦者に伝送することで、極端な高温環
境に長い時間さらされることを避けるような操縦が
可能となり、機体の故障や破損を防ぐことができる。
　300℃耐火型ドローンの具体的な用途としては、
消防機関のはしご車等よりも迅速な展開が可能であ
るとともに、従来のドローンと比較して火災現場の
近距離撮影ができるため、消火活動への有効活用や
はしご車が侵入困難な狭い道路等における資機材配
置確認、ビルや工場内の要救助者の救出ルート確認、
隣接建物等への延焼状況の把握、消火活動後の再燃
防止等が期待される。
　なお、この機体の耐火性能に関するスペックは、
人間用の防火服の耐火基準が260℃（ISO17493）であ
ることを参考値として、300℃で1分間連続運用可
能な耐火性を目標値としており、機体やプロペラ部
品には耐火性があり、加工しやすく、軽量で、量産
性に長けたチタン等の素材を採用している。
　機体の内部に配置した撮影用のカメラについて
は、Fig.5に示されるように熱の影響を低減するた
めに、カメラ前面を従来のカーボン素材ではなく、
断熱性と透過性に優れた石英素材で覆い、石英素
材による重量増加に対しては、機体のプロペラの
アーム部品を従来のカーボン素材からマグネシウ
ム（表面はチタン加工）等に変更することで軽量
化を図った。

　5-1　無人航空機の運航管理システムの開発
　2019年3月1日にNEDO、日本電気株式会社、株
式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製
作所、株式会社ＮＴＴドコモ、楽天株式会社、KDDI

システム)へ提案15）した。
　これは、Fig.12に示すような無人航空機システム
の運行管理に用いる各種空間データ（地形要素、建
築物要素、航空管制要素、動的要素（気象情報等）
を統合するために必要なデータモデルを規定するも
のである。
　無人航空機の運用において、国内外の複数のオペ
レーターが同一空域における高密度な飛行計画を策
定する場合、およびその無人航空機の飛行中の計画
変更等において、正確な地理空間情報に関するデー
タモデルを、精密な気象情報等を含め共有すること
は重要であるとの観点より、DRESS プロジェクト
は 5-1 節で述べた飛行試験の情報提供機能として、
この試作データモデルの API 接続を実施し、その
相互接続性や情報共有の有用性等の検証を行ったと
ころである。
　今後、この国際標準案がグローバルに議論される
ことを期待している。
　この事例のように、本プロジェクトの成果につい
ては、将来の国際標準の獲得に向け、実施者と連携
しながら、速やかな標準化団体への引き継ぎを促進
していく。

　NEDOは、経済産業省とともにロボットの国際大
会「World Robot Summit」を主催している。2018
年の東京開催（プレ大会）に続き、2020年は本大
会として福島（8月）、愛知（10月）で開催する。
日本発のルールに基づいた4つのカテゴリー（もの
づくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）
からなる競技会等を開催し、ロボットの社会実装と
研究開発を加速させることを目指している。また、
4-1節で述べた「性能評価手順書」と、その性能評
価試験を行う場となる福島ロボットテストフィール

ドの社会的認知の向上や社会受容性の醸成を目指
し、2018年度より「人材育成講座」、「人的交流」、「周
辺研究」を一体的に実施する人材育成事業に着手し
た16）。
　この「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開／ロボット性能評価手法に
係る特別講座」では、ロボットメーカーや将来のユー
ザーとなり得る方、また橋梁やダム等を管理する地
方公共団体等を対象としたロボット性能評価手法、
およびその試験方法等に関する講座を、福島県の他、
全国主要都市で実施している。
　さらに、NEDOと南相馬市は、2019年4月10日、福
島ロボットテストフィールド等を活用したロボット関
連人材育成等に関する協力協定を締結しており17）、
NEDOと南相馬市は本協定を締結することによっ
て連携を強化し、関連するNEDOのプロジェクト
や福島ロボットテストフィールドを活用したロボッ
ト関連人材育成講座等で、国内外の優秀な人材が集
う環境を同市に整備し、ロボット関連人材育成の推
進やロボット関連産業の活性化を図っていく。
　DRESSプロジェクトは、引き続き研究成果の国
内外への発信だけでなく、関連する分野で活躍する
人材育成への取り組みも含め、地域自治体等と一体
となって「ドローンが活躍する社会」へ向けた環境
整備へ貢献していく。
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　　▶http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
　　kogatamujinki/pdf/siryou9.pdf
3 ）  NEDO「世界初・完全自律制御ドローンでの長

距離荷物配送を実証―福島浜通りロボット実
証区域で飛行実証試験にチャレンジ―」2017
年1月12日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100704.html
4 ）  NEDO「日本初、同一空域で有人ヘリコプター
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ドローンが活躍する社会に向けた研究開発プロジェクトの取り組み

と無人航空機の安全性能試験を福島県で実施
―無人航空機の衝突回避に関する性能評価基
準の策定に向けて―」2017年12月15日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100887.html
5 ）  首相官邸『未来投資戦略2018 ―「Society 5.0」
「データ駆動型社会」への変革―』2018年6月
15日

　　▶https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
　　keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf
6 ）  NEDO「NEDOと福島県がロボット・ドロー

ンの実証に関する協力協定を締結― 福島ロ
ボットテストフィールド活用に向け連携強化
―」2017年11月22日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100877.html
7 ）   福島県 公式サイト「福島・国際研究産業都市
（イノベーション・コースト）構想」

　　▶http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/
　　list275-1006.html
8 ）  NEDO「インフラ維持管理・更新等の社会課題

対応システム開発プロジェクト」2016年4月4
日

　　▶https://www.nedo.go.jp/koubo/
　　CD2_100049.html
9 ）  NEDO「ロボットやドローンの社会実装を加速

させる新たな研究開発に着手―物流、インフ
ラ点検、災害対応分野で活躍が期待―」2017
年5月16日

　　▶http://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100766.html
10 ） NEDO「インフラ点検や災害対応に活用する「ロ

ボット性能評価手順書」を公表―実現場にお
ける各用途のロボット活用加速に貢献―」
2018年5月30日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100962.html
11 ） NEDO「無人航空機の新たな安全評価基準の開

発に着手―安全な目視外および第三者上空飛
行の実現を目指す―」2018年5月30日

　　▶http://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_100963.html

12 ） NEDO「世界初、火災現場への進入と近距離空
撮が可能な300℃耐火型ドローンを開発― 4月
にサンプルモニタリングを開始し、「消防士の
空飛ぶチームメイト」を目指す―」2019年3
月6日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101080.html
13 ） NEDO「同一空域・複数ドローン事業者のため
の運航管理システムを実証―運航管理システ
ムのAPIの順次公開を目指す―」2019年3月
1日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101072.html
14 ） NEDO「世界初、無人航空機に搭載した衝突回
避システムの探知性能試験を実施― 福島ロ
ボットテストフィールドで、有人ヘリコプター
衝突回避の模擬飛行試験―」2018年12月14日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101048.html
15 ） Standard and/or project under the direct 
r e s p o n s i b i l i t y  o f  I SO/TC  2 0 / SC  1 6  
Secretariat，International Organization for 
Standardization

　　▶https://www.iso.org/committee/5336224/x/
　　catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
16 ）NEDO「インフラ点検・災害対応ロボットの

普及拡大を目指した人材育成事業に着手―ロ
ボット性能評価の講座開設や人的交流を実施へ
―」2018年7月26日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101001.html
17 ） NEDO「NEDOと南相馬市がロボット関連人
材育成などに関する協力協定を締結―福島ロ
ボットテストフィールドを活用した講座を開催
へ―」2019年4月10日

　　▶https://www.nedo.go.jp/news/press/
　　AA5_101100.html

された各種センサーシステムの仕様は、Table 1に
示されるものである。
①自律管理装置：衝突の危険性を自動的に判断し、
上昇・降下・旋回等の最適な回避行動を選択する
システム、センサーからの情報を自律管理装置の

探知ロジックにより、回避経路を決定し、システ
ム全体のインテグレーションを担う。
②電波センサー（レーダー）：全方位で、主に遠方（約
5km先）の物体の探知を実現。
③光波センサー（カメラ）：主に近傍（約500m程度）

の物体の探知・識別を実現し、全方位で、空中の
有人ヘリコプターや無人航空機を探知・識別する
画像認識技術を搭載。

④準天頂衛星システム対応受信機：精度の高い回避
行動を実現するために、準天頂衛星システムのセ
ンチメートル級測位補強サービスに対応。

　加えて、有人航空機の位置情報を取得するための
ADS-B（Automatic Dependent Surveillance - 
Broadcast）を搭載している。

　この飛行試験によって、衝突回避センサー等の機
器類が適切に動作し、有人ヘリコプターを事前に探
知でき、準天頂衛星システム対応受信機を用いた高
精度の測位評価によって、自律飛行する無人航空機
が、衝突回避行動をとった後で、当初設定されてい
た飛行経路に精度よく復帰することが検証された。
この結果より、「有人ヘリコプター等と「同一空域」
で安全に飛行できる社会」の実現に向け、また各種
センサーシステムの社会実装に大きな一歩を踏み出
せたと認識している。
　加えて、本飛行試験における準天頂衛星システム
の動作検証では、これまで3次元上で数メートル程
度の測位精度であった飛行中の無人航空機の空域位
置同定に対し、準天頂衛星システムへ対応した受信
機を搭載することで、10cm程度の高精度の測位精
度が確認され、無人航空機の衝突回避経路を正確に
設定するだけでなく、今後、無人航空機の運航管理
システムの高精度・高密度化に寄与する有力な基盤
技術であることが認められた。
　なお、ドローンのような小型の無人航空機につい
ては、現状、中型の無人航空機のように多くのセン
サー機器類を搭載することができないため、全く同
じ衝突回避システムをそのまま利用できない課題が

ある。
　そのため、ドローンに関する飛行試験については、
将来、より小型でドローンへも搭載できる自律管理
装置やレーダーが開発されることを想定し、現状に
おいて搭載が可能な超小型光波センサー（カメラ）
および小型軽量な処理装置、準天頂衛星システム対
応受信機等（Table 2参照）を搭載し、あらかじめ
有人ヘリコプターとの垂直下方向の最低安全離隔距
離（30m）を確保した上で、有人ヘリコプターから
の吹き下し（ダウンウォッシュ）の影響が少なく、
落下せずに衝突回避できる飛行経路を設定し、この
飛行経路に沿って、ドローンが時速40km程度で自
律飛行することを確認した。
　2019年度は、この飛行試験によって得られた研
究開発成果を踏まえ、向かい合って飛行する有人ヘ
リコプターに対して、自律的に衝突を回避する中型
の無人航空機の飛行試験を行う予定である。
　一方、離島間物流のように、単独で長距離飛行を
行う場合を想定した飛行試験においては、2019年
度に衝突回避技術を実装した長距離飛行試験を経
て、本土および離島間における飛行試験を行う。
　また、本飛行試験に搭載された各種センサーシス
テムは、国内のみならず海外での利用を目指すこと
も視野に、今後、研究成果の国内外への発信に努め
ていく。

　2018年度に、DRESSプロジェクトの実施者であ
る株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気象協会が、
国際標準案として「無人航空機システムの運行管理
に用いる空間データのデータモデル(仮訳)」をISO 
TC20（航空機および宇宙機）/SC16（無人航空機

株式会社、株式会社ゼンリン、一般財団法人日本気
象協会は、福島県と南相馬市の協力のもと、南相馬
市復興工業団地内の福島ロボットテストフィールド
と浪江町で実施された「同一空域で複数事業者のド
ローンが安全に飛行するための運航管理システムの
実証試験」の成果の一部を公開した13）。
　この運航管理システムは、飛行エリアの気象条件
や地理条件を踏まえ、同一空域で複数事業者のド
ローンが異なる複数のサービスを目的に申請した飛
行経路や離着陸場の重複を自動で検出し、個別事業
者との円滑な全体調整を協調的に動作できることを
検証し、かつ、リアルタイムで全ドローンの位置情
報を一元管理することにより、Fig.6で示されるよ
うな高密度な飛行環境においても、他のドローンが
接近する等の危険な状況発生の有無等の安全運航に
関する情報を個別事業者へ提供するものである。
　この飛行試験では、以下の項目の検証を実施した。
①DRESSプロジェクトが研究開発を進める「運航
管理統合機能」、「運航管理機能」、「情報提供機能」
で構成される運航管理システムが、正常に作動す
ることを確認。

②災害調査（ＮＴＴドコモ）、警備（セコム）、物流（楽
天）、郵便（日本郵便）の４つの利用シーンを想
定し、900m×600m／15分間／合計10機のドロー
ンによる目視外の自律飛行。

　今回、福島ロボットテストフィールドとその周辺
の900m×600mの範囲に離着陸場を8カ所設置、災
害調査、警備、物流、郵便という4つの利用シーン
を想定し（Fig.7参照）、安全を確保しながら10機
のドローンを15分程度の時間にわたって適切に飛
行させた（Fig.8参照）。
　なお、運航管理統合機能は複数ドローンの飛行計
画の調整および飛行中のリアルタイムでのドローン
位置情報管理を、人の手を介さず自動的に実施して
いる。

　このシステムの実現により、同一空域内において
異なる事業者・管理者の飛行計画に基づく、複数の
有人航空機や無人航空機が同時運用されても、飛行
ルートの重複等を事前に回避することが可能になる
ため、「多くの物流ドローンが都市部で飛行できる
社会」の実現に向けた貴重な知見が得られたとの認
識である。
　具体的な運航管理システムを構成する各機能は、
以下である。
①運航管理統合機能：無人航空機の機体情報管理、
運用者が提出する飛行計画の承認、または不承認
等の判断・通知に加え、状況変化が発生した承認
済みの飛行計画に対する変更指示等を行う機能。
②運航管理機能：情報提供機能を利用した無人航空
機の飛行計画作成、運航管理統合機能からの指示
に基づく飛行計画の見直し、自らが管理する無人
航空機の状態監視および飛行に関する変更指示等
を行う機能。
③情報提供機能：無人航空機の安全飛行に関連する
情報を、運航管理機能や運航管理統合機能等へ提

供する機能。
　DRESSプロジェクトは、この飛行試験の成果を
踏まえ、2019年度に、国内外のドローン事業者が
福島ロボットテストフィールドでドローンの飛行試
験を実施できるように環境整備を進め、Fig.9に示
すような運航管理システムのAPIを順次公開する
予定である。
　また、DRESSプロジェクトの研究開発の一環と
して、さらなる高密度化や機体数の増加へ対応でき
るシステムの拡張に向けた研究開発や、これを検証
するための飛行試験等に取り組む。
　5-2　無人航空機の衝突回避技術の開発
　DRESSプロジェクトは、近年国内で報告されて
いるドローン等の無人航空機と、ドクターヘリ等の
低高度で飛行する有人航空機とのニアミス事案等へ
対応するために、衝突回避技術の研究開発へも取り
組んでいる。
　また、本プロジェクトの研究開発では、準天頂衛
星システムの補強信号を含むマルチGNSS（Global 
Navigation Satellite System：全球測位衛星システ
ム）によって取得した高精度な位置情報により、無
人航空機の自律制御を行うだけでなく、有人航空機
等も含め、複数機体の同一空域における安全かつ信
頼性の高い目視外飛行を実現するために、無人航空
機の衝突回避技術の開発技術と統合し、飛行試験に
よってその有効性を評価する。
　2018年12月14日にNEDOは、有人ヘリコプター
との衝突回避を模擬した前述の飛行試験を、株式会

社SUBARU、日本無線株式会社、日本アビオニク
ス株式会社、三菱電機株式会社、株式会社自律制御
システム研究所等のプロジェクト実施者と実施し、
その一部を公開した14）。
　この飛行試験は、あらかじめ設計した経路に従っ
て、Fig.10に示されるような中型の無人航空機が空
中静止した有人ヘリコプターを避けて飛行する模擬
的な衝突回避試験であるが、この無人航空機には各
種センサーや準天頂衛星システム対応受信機等を搭
載し、飛行中に適切に空中静止した有人ヘリコプ
ターを探知できるか等を含め、衝突回避システムの
動作を確認することが目的であった。
　公開した主な飛行試験の概要は、以下である。
① 2018年12月10日から14日、中型の無人航空機
に搭載した衝突回避システムの探知性能試験を世
界で初めて実施。

②あらかじめ設計した経路に従い、中型の無人航空
機が有人ヘリコプターを避けて飛行する、模擬的
な衝突回避試験。

③各種センサーや準天頂衛星システム対応受信機
等、飛行中に適切に対象物を探知できるか等、衝
突回避システムの動作を確認。

　具体的な飛行試験は、あらかじめ設計した経路に
従って、長さ3.7m、110kg程度（以下、中型）の無
人航空機が空中でホバリングして静止する有人ヘリ
コプターを避けて、時速40km程度で模擬的に衝突
回避飛行（Fig.11参照）を行った。
　この飛行試験において、中型の無人航空機へ搭載


