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展望、また、ドローンの活用を拡げる研究開発の最
新動向について示されている。そして、ドローン要
素技術の性能を高めると同時に、安全性や効率的な
運用を確保するための技術開発と、AI技術やマニ
ピュレーション技術などの関連技術の導入により、
さらに広い産業分野において有効かつ安全にドロー
ン技術が活用されることが期待される。
　第4編は、土屋武司氏によるドローンの法的側面
に関する紹介である。ドローンには技術的にさまざ
まな形態が存在するが、航空法、航空法施行規則に
よって許可を得なければ飛行させることができず、
同時に航空法以外の法規の遵守も求められている。
本稿ではさらに、飛行の要件、機体が備えるべき
機能および性能基準など、ドローンに関連する規
制が整理されている。土屋氏は「正しくドローン
のことを知り、正しい 知識を持った上で、利活用
の議論がされていくことを期待している。」と述べ
ており、今後、緩和できる規制の精査、これらの
規制をクリアできるだけの技術革新が追究される
ものと思われる。
　第5編は、河江肖剰氏による考古学研究における
ドローン活用に関する報告である。エジプトのギザ
のピラミッドをドローンを用いて調査し、科学的な
データに基づく考古学の研究成果が示されている。
ドローンという新しい技術を用いた、歴史的事実の
解明が待たれるところである。また、諸外国におけ
る規制の現状として、「ドローンは、「スパイ飛行機」
と呼ばれ、軍事目的に使用可能なことから国内への
持ち込みはもとより、遺跡においてもドローンを用
いた調査は厳しく制限されている。」という点も興
味深い。ところ変わればドローンは脅威なのである。
　第6編は、木暮祐一氏による地方における利活用
の現状に関する報告である。青森県におけるドロー
ン活用の取り組み事例として、観光プロモーション
用の映像撮影や農業分野における農薬散布などを挙
げている。特に後者の農薬散布に関しては、安価な
ドローンの開発と一般の農業者に技術を習得させる
経緯が述べられており、他の地域に対する示唆とな
るだろう。また、青森県におけるドローン関連企業
の誘致の可能性についても触れている。
　第7編は、兵藤哲朗氏による物流分野におけるド
ローン活用に関する紹介である。兵藤氏は過疎物流

への処方箋としてのドローン活用に関する識者であ
り、同時に個人的にドローンを何機も所有する愛好
家でもある。本稿では、国が行ったドローンによる
配送実験の紹介、ドローン物流の可能性、 技術的側
面や市場成立条件、そして、航空法や電波法など、
法制度の制約など、輸送の視点からの議論を行って
いる。本稿で紹介された社会実験を通じてさまざま
な課題も提示されたが、ドローン物流の将来性には
十分な希望を見出すことができたとし、海外の動向
も見守りたいと述べている。
　第8編は、宮本和彦氏によるNEDOの取り組みに
関する紹介である。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
の推進状況を紹介している。特に第1編の荒幡氏の
記事にも紹介されていた福島ロボットテストフィー
ルドにおける基礎研究・実証実験に加え、ここでの
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てい
る。さらに、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について解説を
行っている。すなわち、レベル４を見据えた技術開
発の現場から、その成果を紹介するものである。

　本号の流れは、次の通りである。まず、わが国の
ドローン活用のロードマップに見られる政策を示
し、次にドローン活用の現状から将来像までの概観、
そして、現在の法的枠組みを示している。ここまで
が現在のドローンを取り巻く環境であるとすると、
後半は各分野から実際の利活用の現状や新たな試
み、最後に将来に向けた技術開発の現状となってい
る。ドローンという一つの技術が、現在どのような
法的、技術的状況で利用され、さらにこれを社会の
課題解決に結びつけていくのか、また、利活用に当
たっての課題を考える上で、どのような技術開発、
法的な枠組みが必要であるのか議論はこれからであ
る。本号が今後のドローン活用の議論の基礎資料と
なれば幸いである。

　ドローンとは小型無人機のことをいう。一般に空
を飛ぶ小型機が知られており「無人航空機」と定義
する場合もあるようであるが、近年、水中で利用さ
れるドローンの登場で、もう少し広い範囲の機械を
指すようになりつつあるようだ。
　その歴史を紐解くと、GPSやパソコン同様、その
誕生は軍事目的によるものであった。実際、海外で
攻撃に使われたとのニュースも聞かれるが、一般的
な日本人にとって身近なのは映像撮影用ドローンで
あろう。家電量販店に行けば数千円から数十万円ま
で、さまざまな種類の個人向けドローンが並んでい
る。ここ数年でラインナップも増え、消費者の選択
肢も広がっているようである。
　ドローンは、その能力によってレベル1～ 4まで
に分類されており、これは、91ページの「空の産
業革命に向けたロードマップ2019」に示されてい
る通りである。この「空の産業革命」とは、ドロー
ンの活用がこれまでの目視内の操縦による飛行（レ
ベル1、2）から最終的には有人地帯における目視
外飛行へ（レベル4）と広がることによって「多様
な産業分野の幅広い用途に小型無人機が利用される
ようになること」とされ、「小型無人機による空の
活用を通じて、産業、経済、社会に変革をもたらす」
と考えられている。現在は無人地帯における目視外、
補助者なし飛行のレベル3の本格運用に向けた実証
実験が各地で行われるようになっており、社会のさ

まざまなニーズや課題に対応する手段となるものと
期待される。
　本特集は、現在のドローン利活用の現状や課題、
またさらなる技術革新の現状をさまざまな分野の識
者に執筆いただいたものである。

　本号は8編で構成される。第1編は、荒幡雅司氏（経
済産業省）によるドローンに関する政策的な動向で
ある。ドローンの研究開発のための拠点整備や実証
試験を通じた技術の国際標準化など、ドローンの技
術開発をバックアップする政策や試みが紹介されて
いる。世界のドローン開発をリードできれば、ドロー
ン産業は、日本にとって新たな成長産業の一つとな
るかもしれない。
　第2編は、古谷知之氏、 南政樹氏による「ドロー
ン前提社会」の実現に向けた利活用の方策を示した
論説であり、現状から目指すべき未来までを概観す
る内容となっている。「ドローン前提社会」とは、
ドローンを他のデジタル技術とともに活用して、社
会の問題発見・解決を行える社会と定義される。そ
して、本稿では現在のさまざまな産業分野における
小型無人機・無人航空機の利用状況や自律走行車両
などとの統合活用を紹介するとともに、今後、ドロー
ンを導入するに当たっての社会受容性と安全運行管
理、人材育成、都市への影響など、議論すべき論点
の提示、法規制の緩和や実証実験の在り方について
示唆を行っている。
　第3編は、下ノ村和弘氏によるドローンの技術的
側面に関する紹介である。現在の産業応用において
中心的な位置づけにある電動マルチロータ型ドロー
ンの技術的側面について、現状と技術的課題および
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