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　最近の交通安全関連のニュースや交通事故を扱ったテレビ番組のトピックの一つとし
て、「信号機のない横断歩道に歩行者がいるときに、車両が一時停止せずに通過してし
まう交通違反が多い」ことが挙げられる。2018年のJAFの調査において、「横断歩道を
渡ろうとする歩行者がいた場合に一時停止する車両」は、全国平均でわずか8.6%とい
う数字が公表されている。
　実際の交通事故データから見ても、歩行者事故対策は、日本において重点課題といっ
てもよい。交通事故総合分析センター（ITARDA）によると、日本国内の直近5年間で
最も事故死者が多いのが歩行中の事故であり、中でも道路横断中の事故割合が多いこ
とが指摘されている。2017年の国際道路交通事故データベース（IRTAD）を使った交
通事故の国際比較では、全事故死者に対する歩行者事故割合が欧米諸国に比べて高
いことが、日本の交通事故の特徴として挙げられている。
　これらを受け、警察庁では、2018年に横断歩道上での安全確保に向けた対策として
広報啓発・指導の強化の通達を行った。その効果の検証は難しいが、近頃は一時停
止をして横断歩行者を優先する車両が増えていると実感している。しかし、一台が一時
停止しても対向車が止まらない場合や、止まった車両に対して歩行者側が「お先にどうぞ」
とゆずり返すケースもまだ見られる。「横断歩道は歩行者優先」が日本における文化や行
動習慣として浸透するには、もう少し時間がかかりそうである。
　タイに出張した際、日本では「横断歩道は歩行者優先」という話を現地スタッフにした
ところ、彼らは理解に苦しんでいた。タイでは横断する際、歩行者が車に轢かれないよう
に気を付けることが常識だという。異なった考えを持つ人が同じ道路上にいることは、事
故につながりやすい。このため、交通ルールの世界共通化を進めるのは合理的な解決
策のように思える。しかし、歩行者優先のルールがわかっていながら、いまだに習慣化し
ていない日本の現状を考えると、人間の行動や習慣を変化させる前段階として常識まで
変えるには、さらに長い時間が必要だと思わされた。
　各国の常識が異なるのは、交通環境や文化が異なるからである。タイを含む東南アジ
ア地域では、二輪車が日常の移動手段として広く普及しており、その交通事故死者が多
いことが社会問題の一つとされている。2018年WHO報告によると、全交通事故死者の
うち、二輪車によるものは、タイの74%に対して日本は17%である。このような環境下で
日本と同じルールを導入しても、効果は限定的だと容易に想像できる。有効な交通安全
対策を考えるには、交通事故データの分析も必要となる。
　2018年11月に開催された第4回IATSS国際フォーラムでは、交通とその安全に関す
る諸問題は、文化的な背景によって大きく影響を受けることが紹介されていた。国と地域、
都市の数だけ異なった交通文化が発達してきたと考えるのが自然であろう。世界規模で
人の行き来が進む現代社会において、ユニバーサルな視点での交通環境や法整備を進
めることは大切である。一方、文化的背景を伴った行動習慣や常識を急に変えることは
容易ではないことも事実である。まずは、その地域で受け入れられる地道な交通安全対
策を進めることが重要だと考えている。
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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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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

　3.　おわりに
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　小型無人機（ドローン）の商用利用としては、農業、
測量、検査、空撮等のさまざまな分野での活用が進
んでいる。現在の活用事例としては、目視内飛行に
よるサービスが大半を占めるが、今後の市場拡大に
は、目視外飛行による新たなサービスの開拓が不可
欠である。
　目視外飛行が実現することで、物流、警備、遠隔地
のインフラ点検等の分野へのドローンの活用が期待
され、政府においても、目視外飛行を可能とするた
めの技術開発や環境整備を進めているところである。

　政府の動きとして、2015年12月7日に「小型無
人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が設置さ
れ、2016年4月28日に「小型無人機の利活用と技
術開発のロードマップ」が策定された。2019年6月
21日にロードマップが改訂され、「空の産業革命に
向けたロードマップ2019 ～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」を取りまとめた

ところである（Fig.1）。
　現在は、目視内での操縦飛行（レベル1）、目視
内での自動・自律飛行（レベル2）、無人地帯での
目視外飛行（レベル3）による利活用が進んでいる
が、有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（レベ
ル4）の利活用ができる段階には至っていない。そ
のため、本ロードマップでは、2022年度を目途に
レベル4の飛行の実現を目指し、必要な技術開発や
環境整備として実施すべき事項を定めている。レベ
ル4の実現に向けては、2019年度までに制度設計の
基本方針を策定することとしている。
　また、ここで掲げる「空の産業革命」とは、ドロー
ンの飛行する領域がレベル1、2からレベル3、4へ
と広がり、多様な産業分野の幅広い用途にドローン
が利用されるようになることで、「空」を新たな活
動領域として活用し、産業、経済、社会に変革をも
たらすことを指すものである。将来的には、多数の
自律飛行するドローンが空を飛び交って、都市にお
ける物流などのさまざまなサービスを提供する社会
が実現することも期待されるといえよう。

　わが国において、物流やインフラ点検等を効率化

特集●ドローン活用／紹介

ドローンが活躍する社会の実現に向けた政策の動向

　1.　空の産業革命に向けたロードマップ 2019

できるロボットやドローンの社会実装を世界に先駆
けて進めるため、それらの性能を評価する基準、複
数機の運航を管理するシステムおよび他の機体や建
物との衝突を回避する技術等を、後述する福島ロ
ボットテストフィールド等における実証を通じた開
発を実施している。ここでの成果を国際標準化につ
なげていくとともに、世界の最新技術を日本に集め、
日本発のルールでロボットの開発競争を加速させる
仕組みの構築を目指している。

　福島イノベーション・コースト構想に基づいて整
備する「福島ロボットテストフィールド」は、物流、
インフラ点検、大規模災害などに活用が期待される
無人航空機、災害対応ロボット、自動運転ロボット、
水中探査ロボットといった陸・海・空のフィールド
ロボットを主対象に、実際の使用環境を拠点内で再
現しながら研究開発、実証試験、性能評価、操縦訓
練を行うことができる、世界に類を見ない一大研究
開発拠点とすべく、整備を進めている。
　本拠点は、南相馬市・復興工業団地内の東西約
1,000m、南北約500mの敷地内に「無人航空機エリ

ア」、「インフラ点検・災害対応エリア」、「水中・水
上ロボットエリア」、「開発基盤エリア」を設けると
ともに、浪江町・棚塩産業団地内に長距離飛行試験
のための滑走路を整備する計画であり、2019年度
末の全面開所を予定している。
　「無人航空機エリア」では、無人航空機向けとし
ては国内最大となる飛行空域、滑走路、緩衝ネット
付飛行場において、基本的な飛行から衝突回避、不
時着、落下、長距離飛行など多様な試験ができる環
境を提供し、無人航空機の実用化を推進している。

　ドローンに関する今後の取り組みとして、物流
や災害対応等の分野におけるドローンの利活用を
官民で推進し、ドローン市場を拡大させていくと
ともに、それらの分野で活躍するドローンの技術
開発を通じ、世界において飛躍するドローンの産
業を振興させていくことが重要である。多様な産
業分野の幅広い用途にドローンが利用され、ロー
ドマップでも描いているような「空の産業革命」
を実現するべく、経済産業省としても引き続き取
り組みを進めていく。

Policy Trends for Achieving Societies in which Drones Play an Active Role

　政府は、ドローンの有人地帯での目視外飛行の目標時期を2022年度目途としており、
この目標に向けて、経済産業省では、関係省庁と連携し、技術開発や環境整備に取り組
んでいる。その政策の動向について紹介する。

　The government is aiming for drone flight beyond the visual line of sight in 
manned aircraft zones in the target period of 2022. The Ministry of Economy, Trade 
and Industry has been cooperating with the concerned government agencies and 
they have been working towards developing technology and establishing an 
environment to achieve this goal. This document introduces this policy trend.

荒幡雅司＊

Masashi ARAHATA＊

経済産業省製造産業局産業機械課ロボット政策室（執筆時）
Robotics Policy Office, Industrial Machinery Division, 
Manufacturing Industries Bureau, Ministry of Economy, 
Trade and Industry
原稿受付日　2019 年 6 月24日
掲載決定日　2019 年 7 月11日

＊

　2.　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



　小型無人機（ドローン）の商用利用としては、農業、
測量、検査、空撮等のさまざまな分野での活用が進
んでいる。現在の活用事例としては、目視内飛行に
よるサービスが大半を占めるが、今後の市場拡大に
は、目視外飛行による新たなサービスの開拓が不可
欠である。
　目視外飛行が実現することで、物流、警備、遠隔地
のインフラ点検等の分野へのドローンの活用が期待
され、政府においても、目視外飛行を可能とするた
めの技術開発や環境整備を進めているところである。

　政府の動きとして、2015年12月7日に「小型無
人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が設置さ
れ、2016年4月28日に「小型無人機の利活用と技
術開発のロードマップ」が策定された。2019年6月
21日にロードマップが改訂され、「空の産業革命に
向けたロードマップ2019 ～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」を取りまとめた

ところである（Fig.1）。
　現在は、目視内での操縦飛行（レベル1）、目視
内での自動・自律飛行（レベル2）、無人地帯での
目視外飛行（レベル3）による利活用が進んでいる
が、有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（レベ
ル4）の利活用ができる段階には至っていない。そ
のため、本ロードマップでは、2022年度を目途に
レベル4の飛行の実現を目指し、必要な技術開発や
環境整備として実施すべき事項を定めている。レベ
ル4の実現に向けては、2019年度までに制度設計の
基本方針を策定することとしている。
　また、ここで掲げる「空の産業革命」とは、ドロー
ンの飛行する領域がレベル1、2からレベル3、4へ
と広がり、多様な産業分野の幅広い用途にドローン
が利用されるようになることで、「空」を新たな活
動領域として活用し、産業、経済、社会に変革をも
たらすことを指すものである。将来的には、多数の
自律飛行するドローンが空を飛び交って、都市にお
ける物流などのさまざまなサービスを提供する社会
が実現することも期待されるといえよう。

　わが国において、物流やインフラ点検等を効率化

　4.　「空の産業革命」に向けて
　3.　福島ロボットテストフィールドの整備と活用
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ドローンが活躍する社会の実現に向けた政策の動向

できるロボットやドローンの社会実装を世界に先駆
けて進めるため、それらの性能を評価する基準、複
数機の運航を管理するシステムおよび他の機体や建
物との衝突を回避する技術等を、後述する福島ロ
ボットテストフィールド等における実証を通じた開
発を実施している。ここでの成果を国際標準化につ
なげていくとともに、世界の最新技術を日本に集め、
日本発のルールでロボットの開発競争を加速させる
仕組みの構築を目指している。

　福島イノベーション・コースト構想に基づいて整
備する「福島ロボットテストフィールド」は、物流、
インフラ点検、大規模災害などに活用が期待される
無人航空機、災害対応ロボット、自動運転ロボット、
水中探査ロボットといった陸・海・空のフィールド
ロボットを主対象に、実際の使用環境を拠点内で再
現しながら研究開発、実証試験、性能評価、操縦訓
練を行うことができる、世界に類を見ない一大研究
開発拠点とすべく、整備を進めている。
　本拠点は、南相馬市・復興工業団地内の東西約
1,000m、南北約500mの敷地内に「無人航空機エリ

ア」、「インフラ点検・災害対応エリア」、「水中・水
上ロボットエリア」、「開発基盤エリア」を設けると
ともに、浪江町・棚塩産業団地内に長距離飛行試験
のための滑走路を整備する計画であり、2019年度
末の全面開所を予定している。
　「無人航空機エリア」では、無人航空機向けとし
ては国内最大となる飛行空域、滑走路、緩衝ネット
付飛行場において、基本的な飛行から衝突回避、不
時着、落下、長距離飛行など多様な試験ができる環
境を提供し、無人航空機の実用化を推進している。

　ドローンに関する今後の取り組みとして、物流
や災害対応等の分野におけるドローンの利活用を
官民で推進し、ドローン市場を拡大させていくと
ともに、それらの分野で活躍するドローンの技術
開発を通じ、世界において飛躍するドローンの産
業を振興させていくことが重要である。多様な産
業分野の幅広い用途にドローンが利用され、ロー
ドマップでも描いているような「空の産業革命」
を実現するべく、経済産業省としても引き続き取
り組みを進めていく。

Fig.1　空の産業革命に向けたロードマップ2019
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　「令和元年」がスタートし、新しい時代の到来を
予感する人も少なくないだろう。人生100年時代に
おいて、令和時代に生まれた子供の多くは、間違い
なく22世紀を経験することができるのではないだ
ろうか。22世紀からやって来るという設定の「ド
ラえもん」だが、22世紀の東京では自動運転車両、
空飛ぶクルマ、ドローンなどのモビリティ・ツール
が描かれている（例えば、“DORAEMON Stand by 

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

特集●ドローン活用／論説

ドローン前提社会

　1.　22 世紀は“もうすぐ”やってくる

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

Drone Society

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

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

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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

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

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

　3.　第 2フェーズに入ったドローン利活用

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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

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



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

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

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を
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備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。

謝辞
　本稿を進めるに当たり、ドローン社会共創コン
ソーシアムの会員の皆さんにご指導いただいた。こ
こに謝意を表する。

参考文献
1 ） Airbus: BLUEPRINT FOR THE SKY: The 

r o admap  f o r  t h e  s a f e  i n t eg r a t i o n  o f  
autonomous aircraft, 2018.

　　▶https://storage.googleapis.com/blueprint/
　　Airbus_UTM_Blueprint.pdf
2 ） 古谷知之・南政樹「デジタルテクノロジー前提

社会を支える空間情報の要素技術」 『GIS―理論
と応用』2019年 （印刷中）

3 ）  大和市「自治体として全国初の取り組み！
NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンと
の災害時応援協定の締結式を開催」2016年

　　▶http://www.city.yamato.lg.jp/web/kouhou/
　　n20160920.html
4 ）  経済産業省「“空飛ぶクルマ”の実現に向けた

ロードマップを取りまとめました」2018年 
　　▶https://www.meti.go.jp/press/2018/12/
　　20181220007/20181220007.html
5 ）  FAA : FAA Aerospace Forecast: Fiscal Years 

2019-2039, 2019.

6 ）  農林水産省「農業用ドローンの普及に向けて」
2019年 

　　▶http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/pdf/
　　hukyuukeikaku.pdf
7 ）  国土交通省「i-Construction ～建設現場の生産

性革命～」2016年
　　▶http://www.mlit.go.jp/common/
　　001137123.pdf
8 ） Abraham, H. et al.: Consumer Interest in 

Automation: Prel iminary Observations 
Exploring a Year’s Change, MIT AgeLab 
White Paper, 2017-2.

9 ）  Humphreys & Partners Architects website: 
　　▶https://humphreys.com/project/
　　uber-elevate-2018/
10 ） 古谷知之「Future Mobilityを実現するスマー

トシティ」『都市計画』Vol.67、No.6、pp.34-37、
2018年

も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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

　4.　自律走行・自律航行技術の統合活用



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

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

　5.　社会受容性と安全運行管理

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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



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

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

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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

　6.　ドローン人材教育



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

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

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

　本稿では、ドローンを他のデジタル技術とともに
活用して社会の問題発見・解決を行える社会を「ド
ローン前提社会」とし、その実現に向けたドローン
の利活用について論じた。まず、さまざまな産業分
野における小型無人機・無人航空機の利用現状や、
自律走行車両などとの統合活用について紹介した。
次に、社会受容性と安全運行管理、人材育成、都市
への影響など、社会的に議論すべき論点を提示した。
さらに、法規制の緩和や実証実験の在り方について
も考察した。
　無人航空機の大型化や長距離化、エア・モビリティ
開発の状況などを踏まえれば、小型無人機や中型無
人航空機の利用を想定した規制緩和や実証実験だけ
では十分とはいえない。今後は、自律航行や自律走
行に関する技術全般をターゲットとしたロードマッ
プを作成し、併せて制度設計や実証実験を進めるの
が望ましい。

謝辞
　本稿を進めるに当たり、ドローン社会共創コン
ソーシアムの会員の皆さんにご指導いただいた。こ
こに謝意を表する。

参考文献
1 ） Airbus: BLUEPRINT FOR THE SKY: The 

r o admap  f o r  t h e  s a f e  i n t eg r a t i o n  o f  
autonomous aircraft, 2018.

　　▶https://storage.googleapis.com/blueprint/
　　Airbus_UTM_Blueprint.pdf
2 ） 古谷知之・南政樹「デジタルテクノロジー前提

社会を支える空間情報の要素技術」 『GIS―理論
と応用』2019年 （印刷中）

3 ）  大和市「自治体として全国初の取り組み！
NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンと
の災害時応援協定の締結式を開催」2016年

　　▶http://www.city.yamato.lg.jp/web/kouhou/
　　n20160920.html
4 ）  経済産業省「“空飛ぶクルマ”の実現に向けた

ロードマップを取りまとめました」2018年 
　　▶https://www.meti.go.jp/press/2018/12/
　　20181220007/20181220007.html
5 ）  FAA : FAA Aerospace Forecast: Fiscal Years 

2019-2039, 2019.

6 ）  農林水産省「農業用ドローンの普及に向けて」
2019年 

　　▶http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/pdf/
　　hukyuukeikaku.pdf
7 ）  国土交通省「i-Construction ～建設現場の生産

性革命～」2016年
　　▶http://www.mlit.go.jp/common/
　　001137123.pdf
8 ） Abraham, H. et al.: Consumer Interest in 

Automation: Prel iminary Observations 
Exploring a Year’s Change, MIT AgeLab 
White Paper, 2017-2.

9 ）  Humphreys & Partners Architects website: 
　　▶https://humphreys.com/project/
　　uber-elevate-2018/
10 ） 古谷知之「Future Mobilityを実現するスマー

トシティ」『都市計画』Vol.67、No.6、pp.34-37、
2018年

も、バスやタクシーなどの公共交通での利用が主流
だったようだ。高額なので当然なのかもしれないが。
ちなみに、エア・モビリティを使ってみたいかとの
質問には、7割以上が肯定的な回答をすることが少
なくない。
　いずれにせよ、自動運転自動車やドローンが仮に
小さな子供の命を奪うことがあれば、自動走行・自
律航行などの技術に対する社会受容性は、急速にし
ぼんでしまうことだろう。このことを考えれば、自
動運転や無人航空機の有人地域での運用に際して
は、安全運行管理が徹底されなくてはならない。そ
こで、安全運行管理に高い知見を有する公共交通・
運輸事業者が自律走行・自律航行の事業者として期
待できる。わが国は近年、自動車学校がドローン教
育を行っているところもある。自動車の安全運転教
育を行ってきた自動車学校が、自動車免許取得年齢
に達した若い世代を対象に、空の安全教育への関心
を高めることは、大変意義深い取り組みだといえる。
自律航行・自律走行技術に関する産業振興と安全運
行管理との関係を考える際に、よく引き合いに出さ
れるのが、19世紀後半に英国で施行された通称「赤
旗法（Locomotive Act）」である。（蒸気）自動車
が通行する際に、歩行者や馬車の安全に配慮して、
車両の60ヤード前方に赤旗を持った安全保安員を
歩かせることを義務付けた法律である。交通安全に
は配慮できるが、英国がドイツやフランスに自動車
開発の面で遅れを取ったとして廃止された。安全技
術の進捗状況に応じて、行き過ぎた安全運行管理の
ルールは、いずれ撤廃されるべきではないだろうか。
　小型無人機や無人航空機の安全対策に欠かせない
のが、カウンタードローン技術である。高性能なド
ローンが廉価で入手できるようになると、テロリス
トなど技術を悪用する人や、ドローンの知識が十分
ないままに利用する人も現れる。カウンタードロー
ンを活用することにより、ドローンの不正利用がな
された場合に、当該機体の識別・鑑識、危険回避、
制御掌握の後に強制着陸させることができる。大規
模なイベント会場や空港などの飛行禁止区域内での
不審ドローンの侵入を防ぐことができると期待され
ている。

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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

　7.　建築・都市デザインへの影響は？

　8.　空の地図と交通ルール

Fig.3　エア・モビリティ用ポートのデザイン例９）



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

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

　9.　テストフィールドと自治体・大学の役割

　10.　おわりに

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車
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図作成に着手しているが、小型無人機だけでなく、
エア・モビリティなど大型の無操縦者航空機の航行
を念頭に入れた地図づくりが求められる。

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

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



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

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

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

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

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

　2015年の航空法改正を契機に、自律航行機能を

備えた小型無人航空機（ドローン）への関心が高まっ
た。それ以前は、重量のある高額な無人ヘリが農薬
散布などで用いられるのが主流であった。技術革新
により航空機の小型化・廉価化が実現し、自律制御
機能を搭載することによる安全な運行管理と、高速
通信技術による映像・画像のリアルタイム伝送、お
よび長時間飛行を実現する小型バッテリーの搭載が
可能となったことが、ドローン普及の大きな要因で
ある。筆者らは、2015年に「ドローン社会共創コ
ンソーシアム」を設立し、産官学連携でのドローン
教育・研究・社会応用を進めてきた。
　「小型無人航空機等の飛行禁止法」では、200g以
下の（構造上人が乗れない）自律航行・遠隔操縦可
能な航空機を「小型無人機（いわゆるドローン）」、
航空法では200g以上の構造上人が乗れない自律航
行・遠隔操縦可能な航空機を「無人航空機」、人が乗っ
て航空のように供するものを「航空機」、航空機の
中でも、操縦者が乗り込まないで操縦可能なものを

「無操縦者航空機」と呼ぶ。最近では、空だけでな
く水中や陸上も、自律航行・遠隔操縦可能な機体が
開発されていることから、本稿では便宜上、ドロー
ンや無人機などの用語も混在させて使用する。
　この数年の間に、小型無人機や中型無人航空機の
市場は、ほぼ飽和状態を迎え、技術的には「第2
フェーズ」に入ったといえる。その特徴が、①ドロー
ンの大型化・長距離化、②エア・モビリティの開発、
③水中ドローンの登場、である。
　商用市場では、4Kカメラを搭載した連続航続時
間20～30分程度の小型無人機（回転翼機）が主流
を占めている。蓄電池性能の向上などを背景に、近
年では、連続航続時間１時間程度、ペイロード100
数十キロ程度の大型機が開発されている。パイロッ
トは搭乗しないけれども、地上などで操縦者が操る
航空機のことを無操縦者航空機と称する。回転翼と
固定翼を組み合わせたVTOL（垂直離着陸）機は、
離発着時のみ回転翼を用い、水平飛行には固定翼を
用いるため、長時間飛行や積載量の重い荷物の輸送
が実現可能になりつつある。
　無人機の大型化・長距離化が実現されたことで、
ドローンに旅客を搭載したエア・モビリティ（空飛
ぶクルマ：flying car）への期待も高まっている。
すでに世界的なモーターショーや家電見本市など
で、航空機メーカーや自動車メーカーなどがデザイ
ンした、コンセプト機が展示されている他、航空サー
ビス事業者などを中心に近い将来の実現に向けた研

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

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

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

「空のドローン」単体での社会課題解決の仕組みを
検討するのではなく、関連した技術の統合活用によ
りサービスを提案する時期に来ているといえる。エ
ア・モビリティ分野でも、大型ジェット機での長距
離移動に加え、小型ジェット機による地域間移動、
エア・タクシーなどによる都市間・都市内移動を組

み合わせる時代がやって来るかもしれない。

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

「自動運転を購入しない」と回答している８）。正確
な数字があるわけではないが、筆者らが自動運転な
どのシンポジウムで同様の質問をしても、次回の自
動車買い替えに併せて自動運転車両を購入したい人
は約3割程度、自動運転バスを利用したい人は約7
－8割、自動運転トラックやロボットでの物流でも
よいと考える人はそれ以上、というように感じてい
る。もっとも、ガソリン自動車以前の初期の自動車

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

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

（駐車）場の整備なども検討項目となる。無操縦者
航空機のタクシーサービスを実施するとなれば、
道路での自律走行が可能となるように、道路運送
車両法や道路交通法などの規制緩和が議論される
ようになるだろう。
　こうした実証実験を既成市街地で実施するのは、
さまざまな困難が伴う。中国・深圳のように、日常

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

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

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

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

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

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

造自体を変えることもできるだろう。

　無人航空機や自動運転車両を普及させる鍵は、「地
図」である。とりわけ無人航空機にとって、地物の
高さや空中障害物、航空禁止区域に関する高精度な
地理情報が不可欠である。無人航空機の利用を道路
交通に例えると、「運転免許」制度は存在するのみで、

「交通ルール」や「ナビゲーション地図」は存在し
ない。今後、無人機の利用増による空の交通量が増
えれば、当然、空の交通ルールと地図も必要になる。
また、高速道路など主要幹線道路では、交通量がモ
ニタリングされ管制化にあるように、無人航空機の
管制システムも必要となる。
　商用大型航空機を安全運行管理するために、空港
ごとに管制センターが設置されている。将来の無人
航空機の利用増を見据え、無人機の運行状況の管理
や電波管理を行う取り組みが、日米欧中で進められ
ている。日本はJUTM、米国はNASAなどが主体
となっている。EUではSESORプロジェクトにお
いて、PODIUMという航空管制試験が実施されて
いる。無人航空機は、商用航空機ほど大きくないた
め、上空での航行中は、目視で視認することが困難
である。無人航空機を航空管制下に置くことで、商
用航空機との住み分け、地物や人への衝突回避、事
故発生時の迅速対処を行うことができる。わが国で
は、無人航空機同士の衝突を回避するために、通行
目的の機体と滞留目的の機体を想定し、3次元格子
状に区画された空間を、空間占有権・優先権を踏ま
えて、オークション形式で格子空間の利用権を獲得
する仕組みなどが検討されている。今後、道路交通
量や建築物の状況などを踏まえ、空間利用権をどの
ように設定するかの議論が必要となろう。
　一般に航空機は、船舶同様、右側通行である。同
じ高度で商用航空機が飛行してきた際には、衝突回
避のために、右側に旋回して衝突を回避する。同じ
高度で右側に飛行機が飛来してきた場合には、右側
優先で左側にいる飛行機が、相手に航路を譲ること
となる。無人航空機のUTMに、同様の交通ルール
が存在するわけではないが、物流や大規模災害など
の非常時に無人航空機を運用する際には、いずれこ
うした交通ルールが不可欠である。こうした航空管
制システムや交通ルールを設定するためにも、無人
航空機を飛行させるべき空域を明確化した「空の地
図」が必要となる。すでに民間事業者などが空の地
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　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

特集●ドローン活用／紹介

ドローンの技術的側面

　1.　はじめに

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

Technical Aspects of Drones : 
Current Situation, Unsolved Issues and Prospects

　マルチロータ型ドローンの技術的側面について解説する。まず現在、広く用いられて
いるマルチロータ機に共通するメカニズムやハードウェア構成、GPSを用いた自動飛行
について述べる。次に、今後の応用展開において研究開発が必要と思われる技術的課題
と展望について整理する。さらに、高所作業への応用やより自由度の多いマルチロータ
機の開発、環境認識や制御への機械学習の導入といったドローンの応用範囲をさらに広
げ得る研究開発についても述べる。

　I describe the technical aspects of multirotor-type drones. First, I explain the 
typical mechanisms and hardware configuration for current multirotor aerial 
vehicles, and automatic flight using GPS. Next, I summarize technical issues and 
prospects where further research and development will be needed for future 
applications. I also describe research and development aiming to further expand the 
range of application of drones, such as work in high places, development of 
multirotors with more degrees of freedom, and introduction of machine learning for 
perception and control.

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ
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─現状および課題と展望─



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　2.　マルチロータ技術の現状
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マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。

参考文献
1 ）  Mahony, R., Kumar, V., Corke, P.: Multirotor 

aerial vehicles: Modeling, estimation, and 
control of quadrotor,  IEEE Robotics and 
Automation Magazine, Vol.19, No.3, pp.20‒32, 
2012.

2 ） DJI D-RTK GNSS
　　▶https://www.dji.com/ch/d-rtk （2019年5月30

日閲覧）
3 ）  Mohta, K., Watterson, M., Mulgaonkar, Y., Liu, 

S., Qu, C., Makineni, A., Saulnier, K., Sun, K., 

Zhu, A., Delmerico, J., Karydis, K., Atanasov, 
N., Loianno, G., Scaramuzza, D., Daniilidis, K., 
Taylor, C. J., Kumar, V.: Fast, Autonomous 
F l i g h t  i n  GPS - d en i e d  and  C l u t t e r ed  
Environments, Journal of Field Robotics, Vol. 
35, Issue 1, pp.101-120, 2018. 

4 ） Kaufmann, E., Gehrig, M., Foehn, P., Ranftl, R.,  
Dosovitskiy, A., Koltun, V., Scaramuzza, D.: 
Beauty and the Beast: Optimal Methods Meet 
Learning for Drone Racing, In Proc. of 2019 
IEEE International Conference on Robotics 
and Automation (ICRA), pp.690-696, 2019. 

5 ）  DJI GUIDANCE
　　▶https://www.dji.com/ch/guidance （2019年5

月30日閲覧）
6 ）  Falanga, D., Kim, S., Scaramuzza, D.: How Fast 

is Too Fast? The Role of Perception Latency 
in High-Speed Sense and Avoid ,  IEEE 
Robotics and Automation Letters, Vol.4, pp. 
1884‒1891, 2019.

7 ）  The Hydrogen Drone
　　▶https://thehydrogendrone.com/（2019年5月

30日閲覧）
8 ）  HYCOPTER
　　▶https://www.hes.sg/hycopter（2019年5月30

日閲覧）
9 ）  ソフトバンクプレスリリース2018年
　　「NIMS-SoftBank先端技術開発センター」
　　▶https://www.softbank.jp/corp/news/press/
　　sbkk/2018/20180411_01/（2019年5月30日閲覧）
10 ） Ollero, A., Heredia, G., Franchi, A., Antonelli, 

G. , Kondak, K. , Sanfeliu, A., Viguria, A., 
Martinez-de Dios, J. R., Pierri, F., Cortés, J., 
Santamaria-Navarro, A. , Trujil lo, M. A., 
Balachandran, R., Andrade-Cetto, J., Rodriguez, 
A.: The AEROARMS Project : Aerial Robots 
with Advanced Manipulation Capabilities for 
Inspection and Maintenance, IEEE Robotics 
and Automation Magazine, Vol.25, pp.12-23, 
2018.

11 ） Paul, H., Ono, K., Ladig, R., Shimonomura, K.: A 
Multirotor Platform Employing a Three-Axis 
Vertical Articulated Robotic Arm for Aerial 
Man ipu la t i on  Tasks ,  In  Proc .  o f  2018  
IEEE/ASME International Conference on 
Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 
pp.478 -485, 2018.

12 ） Oosedo, A., Abiko, S., Narasaki, S., Kuno, A., 
Konno, A., Uchiyama, M.: Large attitude 
change flight of a quad tilt rotor unmanned 
aerial vehicle, Advanced Robotics, Vol.30, No.5, 
pp.326‒337, 2016. 

13 ） Kamel, M., Verling, S., Elkhatib, O., Sprecher, C., 
Wulkop, P., Taylor, Z., Siegwart, R., Gilitschenski, 
I.: The Voliro Omniorientational Hexacopter :  
An Agile and Maneuverable Tiltable-Rotor 
Aerial Vehicle, IEEE Robotics and Automation 
Magazine, Vol.25, Issue.4, pp.34-44, 2018. 

14 ） VOLIRO
　　▶https://www.voliro.ch/index.html（2019年5

月30日閲覧）
15 ） Loquercio, A., Maqueda, A. I.,  del-Blanco, C. R., 

Scaramuzza, D.: DroNet: Learning to Fly by 
Driving，IEEE Robotics and Automation 
Letters, Vol.3, pp.1088‒1095, 2018.

16 ）ICRA2019 Aerial Robotics Workshop
　　▶https://www.aerial-robotics-workshop.com/ 

（2019年5月30日閲覧）

スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.1　電動マルチロータ型ドローン



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体
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的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。

参考文献
1 ）  Mahony, R., Kumar, V., Corke, P.: Multirotor 

aerial vehicles: Modeling, estimation, and 
control of quadrotor,  IEEE Robotics and 
Automation Magazine, Vol.19, No.3, pp.20‒32, 
2012.

2 ） DJI D-RTK GNSS
　　▶https://www.dji.com/ch/d-rtk （2019年5月30

日閲覧）
3 ）  Mohta, K., Watterson, M., Mulgaonkar, Y., Liu, 

S., Qu, C., Makineni, A., Saulnier, K., Sun, K., 

Zhu, A., Delmerico, J., Karydis, K., Atanasov, 
N., Loianno, G., Scaramuzza, D., Daniilidis, K., 
Taylor, C. J., Kumar, V.: Fast, Autonomous 
F l i g h t  i n  GPS - d en i e d  and  C l u t t e r ed  
Environments, Journal of Field Robotics, Vol. 
35, Issue 1, pp.101-120, 2018. 

4 ） Kaufmann, E., Gehrig, M., Foehn, P., Ranftl, R.,  
Dosovitskiy, A., Koltun, V., Scaramuzza, D.: 
Beauty and the Beast: Optimal Methods Meet 
Learning for Drone Racing, In Proc. of 2019 
IEEE International Conference on Robotics 
and Automation (ICRA), pp.690-696, 2019. 

5 ）  DJI GUIDANCE
　　▶https://www.dji.com/ch/guidance （2019年5

月30日閲覧）
6 ）  Falanga, D., Kim, S., Scaramuzza, D.: How Fast 

is Too Fast? The Role of Perception Latency 
in High-Speed Sense and Avoid ,  IEEE 
Robotics and Automation Letters, Vol.4, pp. 
1884‒1891, 2019.

7 ）  The Hydrogen Drone
　　▶https://thehydrogendrone.com/（2019年5月

30日閲覧）
8 ）  HYCOPTER
　　▶https://www.hes.sg/hycopter（2019年5月30

日閲覧）
9 ）  ソフトバンクプレスリリース2018年
　　「NIMS-SoftBank先端技術開発センター」
　　▶https://www.softbank.jp/corp/news/press/
　　sbkk/2018/20180411_01/（2019年5月30日閲覧）
10 ） Ollero, A., Heredia, G., Franchi, A., Antonelli, 

G. , Kondak, K. , Sanfeliu, A., Viguria, A., 
Martinez-de Dios, J. R., Pierri, F., Cortés, J., 
Santamaria-Navarro, A. , Trujil lo, M. A., 
Balachandran, R., Andrade-Cetto, J., Rodriguez, 
A.: The AEROARMS Project : Aerial Robots 
with Advanced Manipulation Capabilities for 
Inspection and Maintenance, IEEE Robotics 
and Automation Magazine, Vol.25, pp.12-23, 
2018.

11 ） Paul, H., Ono, K., Ladig, R., Shimonomura, K.: A 
Multirotor Platform Employing a Three-Axis 
Vertical Articulated Robotic Arm for Aerial 
Man ipu la t i on  Tasks ,  In  Proc .  o f  2018  
IEEE/ASME International Conference on 
Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 
pp.478 -485, 2018.

12 ） Oosedo, A., Abiko, S., Narasaki, S., Kuno, A., 
Konno, A., Uchiyama, M.: Large attitude 
change flight of a quad tilt rotor unmanned 
aerial vehicle, Advanced Robotics, Vol.30, No.5, 
pp.326‒337, 2016. 

13 ） Kamel, M., Verling, S., Elkhatib, O., Sprecher, C., 
Wulkop, P., Taylor, Z., Siegwart, R., Gilitschenski, 
I.: The Voliro Omniorientational Hexacopter :  
An Agile and Maneuverable Tiltable-Rotor 
Aerial Vehicle, IEEE Robotics and Automation 
Magazine, Vol.25, Issue.4, pp.34-44, 2018. 

14 ） VOLIRO
　　▶https://www.voliro.ch/index.html（2019年5

月30日閲覧）
15 ） Loquercio, A., Maqueda, A. I.,  del-Blanco, C. R., 

Scaramuzza, D.: DroNet: Learning to Fly by 
Driving，IEEE Robotics and Automation 
Letters, Vol.3, pp.1088‒1095, 2018.

16 ）ICRA2019 Aerial Robotics Workshop
　　▶https://www.aerial-robotics-workshop.com/ 

（2019年5月30日閲覧）

スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.2　マルチロータ機の飛行移動の原理

Fig.3　電動マルチロータ機の典型的なハードウェア構成



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ
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ドローンの技術的側面

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

　3.　技術的課題と展望



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　4.　ドローン応用を拡げる研究開発の動向

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪
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やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.4　機体上部のグリッパで機体を固定して高所作業を行う飛行
　　　ロボット11）

Fig.5　ワイヤ懸架ハンドによるロングリーチマニピュレーション

Fig.6　位置を固定したままピッチ方向に機体を360度回転できる
　　　 飛行ロボット14）



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　5.　おわりに

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー
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レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、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、および展望につい
て概観した。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も、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　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。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ
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　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

特集●ドローン活用／紹介

ドローンの法規制

　1.　はじめに

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

Laws and Regulations on Drones

　日本国内におけるドローン、すなわち無人航空機の法規制について概観する。無人航
空機には固定翼タイプ、ヘリコプタータイプ、多回転翼機のマルチコプタータイプなど、
さまざまな形態が存在するが、2015年に改正された航空法、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ない条件が明文化された。一般に、離陸重量が
200g以上のものは、無人航空機として規制の対象になる。また、航空法以外の法規の遵
守も求められていることはいうまでもない。飛行の要件、機体が備えるべき機能および
性能基準など、多くの規制が存在するドローンではあるが、「空の産業革命」ともいわれ、
将来の利活用が期待され、そのための議論も官民で始まっている。

　This paper surveys laws and regulations in Japan pertaining to drones, i.e. , 
unmanned aircraft. Unmanned aircraft exist in a variety of types, such as fixed-wing, 
helicopter, and multicopter with multiple rotors. However, the Civil Aeronautics 
Act, amended in 2015, and its enforcement regulations have explicitly stipulated the 
condition that drones cannot be flown without obtaining permission. Generally 
speaking, any craft with a takeoff weight of 200g or more is subject to regulation as 
an unmanned aircraft. Needless to say, compliance with laws and regulations other 
than the Civil Aeronautics Act is also required. There are many regulations on 
drones, in areas such as flight requirements, functions which airframes should have, 
and performance standards, but drones have also been called an "industrial 
revolution of the sky." There are high expectations for utilization in the future, and 
public/private discussions to advance that goal have begun.

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら
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　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置
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き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。
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このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら

Fig.2　承認が必要となる無人航空機の飛行の方法１）
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Fig.1　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域１）
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　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子
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力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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　　001227435.pdf

ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 
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　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わらFig.3　無人航空機に係わる許可承認申請件数の推移３）

●改正航空法施行後（平成27年12月10日から平成30年6月30日まで）、国土交通省に対して合計約46,000件以上の申請があった。

※空港事務所分の集計について
 ・平成27年12月～平成29年2月については、当月10日から翌月9日までの集計。平成29年3月については、同年3月9日から31日までの集計。



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information 
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Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら

　3.　無人航空機の機能および性能に関する規制

Fig.4　無人航空機に係わる許可承認申請の内容３）

●許可等に当たっては、許可・承認の審査要領等に基づき機体・操縦者・運航管理体制等について審査し、地上の人及び物件等の
　安全が損なわれるおそれがないことを確認している。
●許可等を行ったものは、第三者又は物件との距離(30m)未満での飛行に係るものや空撮等を目的とするものが多数占めている。※
●なお、保険加入の浸透に見られるように、操縦者等の安全意識も向上していると考えられる。

※ただし、許可等に当たっては、原則として第三者上空等を避けて飛行させることを求めており、
　現在までのところ第三者上空の飛行の許可等を行った事例はない。



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

　4.　空の産業革命

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。

Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 
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　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら

Fig.5　空の産業革命に向けたロードマップ５）

Fig.6　無人航空機の目視外飛行に関する要件６）



　「ドローン」という言葉が一般に使われ出して久
しいが、ドローンは俗称であり、正式には「無人航
空 機」（Unmanned Aerial Vehicle、あるいはUnmanned 
Aerial System）という。もともと、ラジコン飛行
機などの遠隔操縦の小型無人航空機は、大人の趣味
として昔から存在し、全国各地に愛好者が団体を組

織して、土地管理者の許可を得て飛行を楽しんでい
た。また、日本には小型の農薬散布ヘリコプターが
多く出回り、民需産業用の無人機大国でもあった。
もともと航空法には無人航空機に関する規定はな
く、個人や運用者が自主的にルールを作り、安全な
飛行を行っていた。そんな中、1990年代後半にな
ると、バッテリー、モーターの性能が向上し、それ
までアルコールを主な燃料としていたエンジン機に
加えて電動機が登場した。電動機は、エンジン機に
比べれば飛行時間は短いが、可燃性の液体燃料を使
わないため、扱いが容易である。電動機はバッテリー
能力向上とともに、2000年代に入ると一気に数を
増した。電動機も初めはエンジン機のエンジンを置

　5.　おわりに

き換えた固定翼タイプ、または、ヘリコプタータイ
プの航空機が多かった。しかし、センサー、マイコ
ン技術の発達とともに、多回転翼機のマルチコプ
タータイプが登場し始めた。
　「ドローン」という無人航空機は軍事用途で使わ
れていたが、2010年、フランスのParrot社から
AR. Droneという製品のマルチコプターが販売され
ヒットしたことで、世界的に「マルチコプター」が「ド
ローン」と呼ばれるようになり、さらには固定翼機
を含むあらゆる無人航空機がドローンと呼ばれるよ
うになってしまった。普及を始めたドローンは、飛
行の手軽さもあってホビー、空撮を中心に広まって
いったが、徐々に危険な飛行が目立つようになって
いった。そして、2015年4月、首相官邸の屋上でド
ローンが落下しているのが発見されたことをきっか
けに、それまで航空法をはじめ、法的な規制がなかっ
たドローンに対する法規制の議論が本格化し、その
年の12月10日にドローンのルールを新たに盛り込
んだ改正航空法が施行された。それまで自主的な
ルールで飛行させてきた趣味で飛ばすラジコン飛行
機や農薬散布ヘリコプターも、改正航空法施行以後
は、新ルールに従って飛行させなければならなく
なった。
　本稿は、ドローン、すなわち無人航空機に関する
法規制を中心に、改正航空法やその他法規における
飛行の要件、機体としての要件、また「空の産業革命」
ともいわれるドローンの将来を見据えた規制の変化
を解説する。

　2-1　「無人航空機」とは
　「無人航空機」の定義は、航空法第二条第二十二
項にある。すなわち、「無人航空機」とは、航空の
用に供することができる飛行機、回転翼航空機、
滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、
構造上、人が乗ることができないもののうち、遠
隔操作または自動操縦（プログラムにより自動的
に操縦を行うことをいう）により飛行させること
ができるもの（その重量、その他の事由を勘案して、
その飛行により航空機の航行の安全並びに、地上
および水上の人および物件の安全が損なわれる恐
れがないものとして国土交通省令で定めるものを
除く）をいう。
　また、航空法に付随し、航空法の運用の細目など
を定めた航空法施行規則によると、重量が200g未

満のものは、無人航空機の対象から除外されると規
定されている。なお、ここで重量とは、無人航空機
本体の重量およびバッテリーの重量の合計であり、
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含
まない。すなわち、200g未満は以下で示す航空法
の適用は受けない。
　2-2　無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
　航空法には、原則として国土交通省の許可・承認
の必要がない飛行空域と飛行方法が示されている。
それ以外の航空機の飛行安全に影響を及ぼす恐れの
ある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を
及ぼす恐れが高い空域において、無人航空機を飛行
させる場合には、国土交通大臣の許可や承認が必要
である。
　原則飛行禁止の空域は、以下の通りである（Fig.1）。

（A）空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
　空港および飛行場の周辺は示されている通り、飛
行禁止であるが、ビルの屋上などに設置してあるヘ
リポート周辺も禁止空域になっている。

（B）150m以上の高さの空域
　ここで150m以上の高さとは、地表からの高さを
指している。例えば、山頂から150m上空に無人航
空機を上昇させた後、山の麓まで同じ高さで飛行
させると150mを超えてしまうので、注意が必要で
ある。

（C）人口集中地区の上空
　ここでいう人口集中地区とは、毎年実施される国
勢調査で、おおむね人口が1km2当たり4,000人以上
の地域であり、DID（Densely Inhabited District）
と呼ばれている。その範囲は総務省、国土交通省、
国土地理院（地理院地図）のホームページ２）に示
されている。日本全国の3～4%が、これに該当する。
例えば、東京23区はすべて飛行禁止区域である。
注意が必要なのは、このDIDに含まれている地域
では、どれほど広い私有地があったとしても無人航
空機を無許可で飛ばすことはできないという点であ
る。また、地上とワイヤー等でつながれていても、
無人航空機として扱われる。一方、網等で四方八方
が囲まれ、無人航空機が物理的に外部に出ることが
ない空間等については屋内とされ、飛行に関する規
制はない。外部と隔離されたトンネル内も、同じ扱
いである。
　2-3　無人航空機の飛行の方法
　無人航空機を飛行させる場合、飛行させる場所に
関わらず、以下のルールを守る必要がある（Fig.2）。

このルールによらず、無人航空機を飛行させようと
する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受
ける必要がある。

（1）日中（日出から日没まで）に飛行させること。
（2）目視（直接肉眼による）範囲内で、無人航空機
とその周囲を常時監視して飛行させること。
　自分の目視で見通せる範囲（目視範囲）のことを、
VLOS（Visual-Line-Of-Sight）と呼ぶ。ここでの目
視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目
で見ることをいい、補助者による目視は該当せず、
モニターを通して見ること、双眼鏡やカメラ等を
用いて見ることは目視に当たらない。特に、FPV

（First Person View）といい、一人称視点でドロー
ンからの映像を見ながら飛行させることが、空撮や
ドローンの競技会で流行っている。この場合であっ
ても、どれほど鮮明な映像が見えていても目視に当
たらない。このため、現在、完全プログラム化され
た自動飛行ドローンであっても、長距離飛行が原則
禁止されている。

（3）人（第三者）または物件（第三者の建物、自動

車など）との間に30m以上の距離を保って飛行さ
せること。

（4）祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で
飛行させないこと。
　2017年11月、岐阜県大垣市のイベント会場で「お
菓子まき」をしていたドローンが墜落して、けが人
を出した事故があった。この事故を契機に、ドロー
ンの飛行高度に応じた具体的な立ち入り禁止区画の
設置が義務付けられた。さらに、プロペラガード等
の接触時の被害を軽減する措置が義務化され、風速
制限、飛行速度制限も設けられることになった。

（5）爆発物など危険物を輸送しないこと。
（6）無人航空機から物を投下しないこと。
　投下の禁止に関しては、例えば、水や農薬等をド
ローンによって散布する場合も含まれる。
　なお、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定
める条例等により、飛行が禁止されている場所・地
域もあるので注意が必要である。
　航空法に加えて、「国会議事堂、内閣総理大臣官
邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子

力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律」（小型無人機等飛行禁止
法）が存在し、さらに、その改正法案が2019年5月
24日に公布され、6月13日に施行される。法律の名
称通り、政府の重要施設と自衛隊施設、在日米軍施
設、2019年ラグビーワールドカップ大会会場、
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会会
場とその周辺おおむね300mの地域での小型無人機
の飛行を原則禁止している。加えて、「航空法及び
運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が
国会審議中であり、そこでは飲酒時の操縦禁止、飛
行前の点検の遵守、衝突予防の遵守、危険な飛行の
禁止、無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴
収・立入検査制度を新設することが挙げられている。
　2-4　航空法以外の従来法による規定
　航空法以外の法律も小型無人航空機の飛行を規制
しているので注意が必要である。

（1）電波法
　地上からドローンを操縦する電波、あるいはド
ローンを遠隔でモニタリングする通信電波の周波数
と強度は、国の許可を得る必要があり、技術基準適
合製品を使わなければならない。現在、一般にドロー
ンの操縦で使用する電波の周波数は、免許不要の
2.4GHz帯、一部は920MHz帯を使用している（産
業用ヘリコプターは一部73MHzなど）。この2.4GHz
周波数帯はいろいろな分野で使用されており、無線
LANや電子レンジなどでも使用されている。電波
の直進性が強く、そのため、機体が遮蔽物に隠れる
と、電波が遮断される可能性がある。また、使用者
同士の運用調節は不要であるという利点がある一
方、場合によっては、他の機体と混信する可能性が
あることに注意が必要である。一方、第三級陸上特
殊無線技士以上の資格を得ることによって、
2.4GHz、5.7GHzを電波出力1Wまで使用すること
ができ、また169MHz帯も、10mWまで許可される
ようになる。高周波数帯はコマンド、テレメトリ、
画像伝送の使用に向き、低周波数は遮蔽物にも強く、
長距離伝送が可能であるため、バックアップ用とし
て適している。ちなみに、携帯電話等をドローンに
搭載して、大容量かつ長距離の通信を確保しようと
考えることがある。この場合、携帯電話等事業者を
主に対象とした実用化試験局の免許手続きが必要で
ある。携帯電話等は地上での利用を前提に設計され
た無線局であり、この手続きなしでは、上空で利用
することはできない。

（2）個人情報保護法
　総務省は2015年6月に「ドローンによる撮影映像
等のインターネット上での取扱に係わるガイドライ
ン」を発表した。ドローンで撮影した画像を非撮影
者などに許可なくインターネットなどで不特定多数
の人に公開すると、個人情報保護法違反になる場合
がある。ただし、同意を得ることが難しい場合、ガ
イドライン中では、
① 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影

態様に配慮すること。
② プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に

ぼかしを入れるなどの配慮をすること。
③ 撮影映像等をインターネット上で公開するサー

ビスを提供する電気通信事業者においては、削
除依頼への対応を適切に行うこと。

の3点を具体的に注意すべき事項として挙げている。
（3）道路交通法
　道路上の人、車両などの通行や安全に影響する行
為に関しては、所轄警察から許可を得る必要がある。
例えば、道路上空を横切る飛行をドローンにさせる
場合、これに該当する可能性がある。

（4）民法
　民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内
において、その土地の上下に及ぶ」との条文があり、
無断で他人の土地の上空飛行はできない。

（5）刑法
　不注意により鉄道、船舶などの安全な往来や破損
事故などを起こした場合、「過失往来危険罪」に問
われることがある。

（6）廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物
処理法）
　電子回路を含むドローンの廃棄に注意が必要なの
はいうまでもないが、墜落して場所がわからなく
なったドローンを放置しておくと不法投棄と見なさ
れる可能性がある。墜落によってバッテリーが損傷
し発火する可能性もあるので注意が必要である。
　2-5　操縦ライセンスと保険
　日本は国として、小型無人航空機の操縦に免許、
ライセンスを定めていない。しかし、既述の禁止事
項の飛行を許可する条件の一つに、最低10時間の
操縦経験があることが求められている。すなわち、
自動車運転免許のような免許による資格ではなく、
知識や経験のレベルを求めている。なお、10時間
という経験は許可申請に当たり、本人が申告するこ
とになっており、許可申請書に記入する。
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Unmanned Traffic Management）システムの開発
である。都市部を複数のドローンが飛び交うことを
可能とする飛行ルール作りが始まっている。

　本稿では、航空法が改正された、2015年12月以
降の無人航空機の法規制の要点を示した。ドローン
は空の産業革命とも呼ばれ、将来性の期待が大きい。
それゆえに、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。

参考文献
1 ）  国土交通省「無人航空機（ドローン・ラジコン

機等）の飛行ルール」
　　▶https://www.mlit.go.jp/koku/
　　koku_tk10_000003.html
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ず、常時、不具合発生時等において、無人航空
機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられ
るよう、強制的に操作介入ができる設計である
こと。

　3-2　最大離陸重量25kg以上の無人航空機
　最大離陸重量が25kg以上の無人航空機について
は、前述の全ての無人航空機が備えるべき機能およ
び性能の基準に加え、次に掲げる基準にも適合する
必要がある。

（1） 想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有す
ること。

（2） 機体を整備することにより、100時間以上の飛
行に耐え得る耐久性を有すること。

（3） 機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪
影響を与えないこと。

（4）  発動機、モーターまたはプロペラ（ローター）
が故障した後、これらの破損した部品が飛散する恐
れができる限り少ない構造であること。

（5） 事故発生時に、その原因調査をするための飛行
諸元を記録できる機能を有すること。

（6） 以下の想定される不具合モードに対し、適切な
フェールセーフ機能を有すること。
①通信系統に関して、
　・電波状況の悪化による通信不通
　・操縦装置の故障
　・他の操縦装置との混信
　・送受信機の故障
②推進系統に関して、発動機の場合は、
　・発動機の出力の低下または停止
　・不時回転数上昇
　電動の場合は、
　・モーターの回転数の減少、停止
　・モーターの回転数上昇
③電源系統に関して、
　・機体の主電源消失
　・操縦装置の主電源消失
④自動制御系統に関して、
　・制御計算機の故障
　以上のように、基準は最大離陸重量25kgを境に
分けられている。現在市販されているほぼ全てのド
ローンの離陸重量は25kg未満の小型・軽量であり、
それら多くの実績により、上記基準のうち、全ての
無人航空機が備えるべき機能および性能に関する基
準は、明確化されているといっても良い。一方、最
近の産業用ドローンの一つの傾向として大型化がみ

られる。例えば、物資輸送や農薬散布ドローンは性
能を上げるために大型化している。しかし、最大離
陸重量25kg以上のドローンの基準が具体化してい
ないために、多くのドローンの離陸重量が25kgに
抑えられており、大型ドローンの耐空証明（安全基
準）、型式証明（機体認証・製造認証）、許可承認要
件等の制度検討が必要である。

　規制ばかりが注目されるドローンであるが、その
利活用は大きな可能性を秘めているのはいうまでも
ない。2015年11月、安倍晋三首相は「早ければ3
年以内に小型無人機（ドローン）を使った荷物配送
を可能にする」と述べ、物流や運搬におけるドロー
ンの本格活用の検討が本格化した。それを受け、
2015年12月から2018年12月にかけて内閣府で「小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が定
期的に開かれた。この官民協議会において、小型無
人航空機の安全な利活用のための技術開発と環境整
備に関する「空の産業革命に向けたロードマップ」

（Fig.5）が定められた。
　ロードマップでは、ドローンの飛行形態を以下の
4つのレベルに分けている。
レベル1：目視内での操縦飛行
レベル2：目視内での自動・自律飛行
レベル3：無人地帯（第三者が立ち入る可能性の低
い山、海水域、河川・湖沼、森林等）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
レベル４：有人地帯（第三者上空）での目視外飛行（補
助者の配置なし）
　その上で、2020年代後半以降の有人地帯におけ
る完全自律ドローンの飛行に向けてのロードマップ
とガイドラインが示された。
　現在、レベル1からレベル2による目視内飛行は
趣味、産業用途を問わず、既に活用が進められて
いるが、レベル3からレベル4の目視外飛行を行う
にあたっては、上述の目視を代替する機能が必要
である。レベル3に対しては、国土交通省は「無人
航空機の目視外飛行に関する要件」（Fig.6）を明ら
かにした。これを受けて、2018年からレベル3相当
の目視外飛行の試験が始まった。レベル3からレベ
ル4を実現する環境整備のための研究開発も始まっ
ている。その代表が、空域内を飛行する複数のド
ローンの情報を集約し、ドローンの飛行申請・許可、
運行管理を統合的に行う無人航空機管制（UTM、 

　現在、複数の民間団体が独自にドローンの認定資
格を設けており、全国に操縦訓練校が多く存在して
いる。そこでは、初心者レベルから高度なレベルま
でを対象に、独自のカリキュラムによる法規、技術、
気象、操縦実技などの教育訓練が実施されている。
これらスクールでドローンについて講習を受けるこ
とは許可申請時に役に立ち、また一部の書類を省略
できる場合もあり、自らの技能を証明することにも
なる。
　諸外国においては、欧州は各国ごとに異なるルー
ルを定めており、国によって若干の違いがあるもの
の、おおむねわが国と大きな違いはない。一方、米
国にも飛行に関するルールが存在することに加え、
商業目的で小型無人航空機を飛行させる場合、
FAA（連邦航空局）認定のライセンスが必要である。
また、個人が趣味等の目的で飛行させる場合、全て
の機体（0.55lb.（約250g）以上55lb.（約25kg）未満）
を登録し、発行された登録証を携帯し、また登録番
号シールを機体に添付する必要がある。
　最近、世界的にドローンの事故に対する第三者へ
の対人・対物賠償、自損に対する補償などの目的で、
いわゆる「ドローン保険」が生まれ、加入者が増え
ている。加入を義務付ける国も多いが、日本では法

的な義務付けは存在しない。ただし、国土交通省の
ガイドラインには、不測の事態に備え、保険に加入
しておくことを推奨している。保険会社からは、さ
まざまな条件のドローン保険が売り出されるととも
に、ドローンメーカーや販売店がドローンとセット
で保険を販売することもあるようである。
　2-6　改正航空法の運用状況
　Fig.3によると、2015年12月に改正航空法が施行
された後に、小型無人航空機の飛行許可申請件数は
徐々に増加しているが、2018年4月にオンライン申
請が可能となったことで、一気にその数が増した。
また、Fig.4によると、許可を求める項目で最も多
いのは、人口集中地区（DID）での飛行と、第三者
の人、または物件との間の飛行距離が30m以内に
なることへの許可である。飛行の目的は空撮が最も
多く、測量、インフラ点検・保守と続く。また、ほ
ぼすべてのドローンが保険に加入しているのがわか
る。
　また、国土交通省は、事故等情報の義務報告制度
や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、
事故等情報の収集・分析システムの構築を進めてい
る。これまで国土交通省に寄せられた事故報告は、

「ドローン情報基盤システム（Drone/UAS Information Platform System）」４）で公開されている。

　2015年12月に改正航空法が施行されたことに伴
い、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」を制定した。そこには、無人航空
機が備えるべき機能および性能に関する基準が定め
られている。これら基準に適合した一定の型式の無
人航空機については、国土交通省が「基準適合機」
として認め、飛行許可申請の際に機体および操縦装
置の性能を示す資料の一部を省略することが認めら
れている。
　3-1　全ての無人航空機
　全ての無人航空機が備えるべき機能および性能に
関する基準は、以下の通りである。

（1） 鋭利な突起物のない構造であること（構造上、
必要なものを除く）。

（2）無人航空機の位置および向きが正確に視認でき
る灯火、または表示等を有していること。

（3） 無人航空機を飛行させる者が燃料、またはバッ
テリーの状態を確認できること。

（4） 遠隔操作により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、

① 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した離陸および着陸ができるこ
と。

② 特別な操作技術、または過度な注意力を要する
ことなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水
平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限
る）、下降等）ができること。

③ 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主
電源の切断、または同等な手段により、モーター
または発動機を停止できること。

④ 操縦装置は、操作の誤りの恐れができる限り少
ないようにしたものであること。

⑤ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できる
こと。

（5）自動操縦により飛行させることができる無人航
空機の場合には、上記（1）～（3）の基準に加え、
① 自動操縦システム（自動操縦により飛行させる

ためのシステム）により、安定した離陸および
着陸ができること。

② 自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、
前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転
翼航空機に限る）、下降等）ができること。

③ あらかじめ設定された飛行プログラムに関わら
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　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

特集●ドローン活用／報告

ギザのピラミッドにおけるドローンによる3D計測調査

　1.　はじめに

Drone 3D Survey at the Pyramids of Giza

　近年、エジプトにあるギザの三大ピラミッドは、多面的な研究調査によって、文字資
料や物質文化資料、そして環境データなど、さまざまな考古データが取得されている。
しかしその一方で、ピラミッドそのものの形状の測量データはほとんどアップデートさ
れていない。筆者は、産学協同プロジェクト『ギザ3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、
ドローンを用いたギザの3D計測調査を実施し、通史的な技術変化を含めたピラミッド建
造の解明に挑んでいる。

　In recent years, studies of the three Great Pyramids of Giza in Egypt have been 
conducted from multiple perspectives, yielding a variety of archaeological data 
about them including texts, excavated artifacts, and environmental data. Survey 
data on pyramid form, however, has rarely been updated. Yukinori Kawae will 
provide historical insights on the development of pyramid construction methods and 
discuss how a Japanese consortium, Giza 3D Survey, is using a drone-based 3D 
approach to update survey data.
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の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

Fig.1　北東からドローンで撮影したギザのピラミッド群。手前からクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッド

　2.　ギザにおけるこれまでの 3D計測調査

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。

参考文献
1 ）   Lehner, M., Wetterstrom, W.: Giza reports: The 

Giza Plateau Mapping Project: Project History, 
Survey, Ceramics, and the Main Street and 
Gallery Operations Boston, MA, Ancient 
Egypt Research Associates, 2007. 

2 ）  Tallet, P.: Les papyrus de la mer Rouge I. le « 
Journal de Merer » (P. Jarf A et B). Cairo, 
Institut français d'archéologie orientale, 2017.

3  ）  Bui ,  H .  D . ,  e t  a l .  :  The Appl icat ion o f  
microgravity survey in the endoscopy of 
ancient monuments. The Engineering Geology 
of Ancient Works, Monuments and Historical 
Sites, Athens, 1988. 

4 ）  Morishima, K., et al.: Discovery of a big void in 
Khufu’s Pyramid by observation of cosmic-ray 
muons. Nature advance online publication, 
2017.

5 ）  Maragioglio, V., Rinaldi, C.: L'architettura delle 
piramidi menfite. Torino, Tip. Artale, 1963-77.

6 ）  Kamei, H., et al.: Giza Laser Scanning Survey 
2006: A Reinvestigation of Khentkawes's 
Monument at Giza. Journal of West Asian 
Archaeology, Vol.10, pp.51-63, 2009.

7 ）  Kawae, Y. ,  et al . :  Aiming to Go beyond 
Archaeological Horizons: 3D Data of Pyramids 
and their Interpretations. CIPA 2005 XXII 
International Symposium, Kyoto, Japan, The 
International Committee for Documentation of 
Cultural Heritage, 2009.

8 ）  Kawae, Y., et al.: Giza Laser Scanning Survey 
2006. Giza Occasional Papers 3 Giza Plateau 
Mapp ing  Pro j e c t  S ea son s  2 006‒2007  
Preliminary Report. Lehner, M., Kamel, M.,  
Tavares, A., Massachusetts, Ancient Egypt 
Research Associates, pp.166-175; Plate 143-147, 
2009.

9 ）  Kawae, Y., et al.: Saqqara Laser Scanning 



（ 35 ）

119

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

ギザのピラミッドにおけるドローンによる 3D 計測調査

Survey 2008. Giza Occasional Papers 4 Giza 
Plateau Mapping Project Seasons 2008 
Preliminary Report. Lehner, M., Kamel, M.,  
Tavares,A., Massachusetts, Ancient Egypt 
Research  Assoc i a te s ,  pp . 63 - 71 ;  P l a te  
67.61-68.62, 2009.

10 ） Kawae, Y., et al.: 3D Reconstruction and its 
Interpretation of the “Cave” of the Great 
Pyramid: An Inductive Approach. The Sixth 
O l d  K i n g d om  Ar t  a n d  A r c h a e o l o g y  
Conference, Warsaw, Poland, 2014.

11 ） Kawae, Y., et al.: The construction method of 
the top of the Great Pyramid. The Seventh 
O l d  K i n g d om  Ar t  a n d  A r c h a e o l o g y  
Conference, Università degli Studi di Milano, 
Italy, 2017.

12 ） 河江肖剰、 ほか「ギザのケントカウエス女王墓
の三次元形状データのPEAKITによる解析」

『考古学と自然科学』Vol.74, pp.1-13, 2017.
13 ） Arnold, D.: Building in Egypt: Pharaonic Stone 

Masonry. New York, Oxford University Press, 
1991.

14 ） Dash, G.: New angles of the great pyramid. 
AERAGRAM, Vol.13, No.2, pp.10-19, 2012.

15 ） Dormion, G. : La chambre de Chéops: Analyse 
architecturale. Paris, Fayard, p.277, 2004.

　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

Fig.2　考えられているピラミッド内部の組積造
（参考文献13）の手法に基づいて作成）

Fig.3　三大ピラミッドのROI

Fig.4　大ピラミッドの北東の角80ｍに位置する窪み

Fig.5　窪みと洞穴のPEAKIT立面画像

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

Fig.7　大ピラミッドの頂上部。北西からドローンで撮影

Fig.6　大ピラミッドの頂上で撮影する筆者

　3.　ドローン調査の目的

　4.　データ取得と3Dデータの生成

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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ギザのピラミッドにおけるドローンによる 3D 計測調査

　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

　5.　工学的解析と考古学的解釈

Fig.8　大ピラミッド頂上部のPEAKIT平面画像

Fig.9　大ピラミッド頂上部の線画

Fig.10　オリジナルピラミッドとミニピラミッドの関係

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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ギザのピラミッドにおけるドローンによる 3D 計測調査

　古代エジプトの古王国時代（紀元前2592－2120
年頃。第4王朝－第8王朝）の特徴の一つは、ピラミッ
ドに代表される巨大な王墓の建造である。この時代
には70基を超える巨大なピラミッドが、現在、世
界遺産の一つとなっているメンフィス地区に造営さ
れた。
　当時の巨石建造プロジェクトは、国の盛衰と深く
関わっていると考えられており、王権の在り方、官
僚機構の発展と複雑化、天然資源の探査と活用など
多様な角度から研究が行われている。それらの元と
なる史料は、墓や神殿に残されたさまざまな称号・
職名・形容辞、あるいはパピルス文書や労働者の残

した落書きなどの文字資料、隣接する都市遺構から
出土する物質文化資料、南のヌビアや北のレヴァン
トとの交易活動を示す遺物、さらには地形や土壌調
査による周囲の環境データなどである。これらの考
古学的データは、相互に関連付けられ、多面的に当
時の社会が理解されつつある１）２）。
　さらに近年では、ピラミッドの内部構造を明らか
にするために、精密重量計、電磁波、サーモグラ
フィー、宇宙線ミューオンによる調査など、さまざ
まな計測技術によるデータ取得が試みられ、石材間
に詰められた充填材の特定や巨大空間の発見など、
一定の成果を上げている３）４）。
　しかしその一方、ピラミッドそのものの形状の測
量データは、1960年代に行われた建築学的な測量
調査５）以後、ほとんどアップデートされていない。
その半世紀前の情報も、主にピラミッドの大きさや
内部の部屋や通路などの記述的な描写と概要を示す
線画による平面図と立面図の作成だけに焦点が当
たっており、建材として用いられたモルタルや瓦礫

の分布や、一つ一つの石材の大きさを示す実測図も
存在していない。結果として、この時代のピラミッ
ドの建造方法については、いまだ仮説の域を出てお
らず、通史的な技術変化の研究はほとんど進められ
ていない。
　筆者は2005年から、メンフィス地区のピラミッ
ド群の基礎データをアップデートすべく、さまざま
な3D計測プロジェクトに従事し、第3王朝から第5
王朝までのピラミッドの3D形状データをレーザー・
スキャナによって取得し、ピラミッド群の構造（特
に「裏張り石」、「組構造」、そして「化粧板」について）
を通史的に解析し、古王国時代における建造技術の
変化の研究を行っている６）～11）。
　さらに2013年からは、研究の基盤となるギザの
ピラミッド群（Fig.1）の外面の測量データの包括
的なアップデートを試みるべく、名古屋大学、関西
大学、長崎県立大学、株式会社ラング、株式会社テ
レビマンユニオンで、産学協同プロジェクト『ギザ
3D調査（Giza 3D Survey）』を立ち上げ、3Dデー
タを取得している。2017年には、株式会社アミュー
ズワンセルフとアペオ技研の協力を得て、ドローン
を用いた、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の
三大ピラミッドの画像データの収集とGNSS

（Global Navigation Satellite System）測量、そのデー
タの長基線解析を行い、3Dデータと統合すること

で、世界基準の3D測量データの生成を試みた。
　本稿では、本プロジェクトが行ってきたギザのピ
ラミッドの3D調査の概要と、ドローン導入の必然
性、そこから予備調査として2016年に行ったドロー
ンによる大ピラミッド頂上部のデータ収集と3D化、
次いで筆者らが研究開発したPEAKIT画像処理（こ
れは開度という概念を表現方法のメインに据え、対
象物の特性に応じて陰影表現、段彩表現をオーバー
レイさせる画像処理方法である12）） 、線画生成、断
面図の作成や大ピラミッドの頂上部の石材のボ
リューム計算について述べていく。

　古王国時代のピラミッドは建造技術が高く、保存
状態が極めてよいため、内部の組構造も明らかでは
ない。推測されているのは、（1）外側と同じように、
整形された石が内部でも水平に積まれている形や、

（2）全体を構造的に支える階段状のコアが内部にあ
る形である。あるいは、（3）石材がピラミッドの中
心に向かって傾斜しながら重ねられ、レイヤー状の

「付加構造」になっている形である（Fig.2）13）。
　第4王朝のピラミッドも組積造が露出していると
ころは少ないが、ギザのピラミッド群には組積造を
示す場所がいくつかある。それらは、クフ王のピラ
ミッドの北面の入口の窪み（a）、北東の角の窪み 

（b）、頂上部（c）、カフラー王のピラミッドの頂上
部の化粧板付近（d）、メンカウラー王のピラミッ
ドの北面の窪み（e）などであり、本調査の考古学
上のROI（Region of Interest）となっている（Fig.3）。

　2013年には、大ピラミッドのROIの一つである、
ピラミッドの北東の角80メートル地点にある「窪
み」と「洞穴」の調査を行った10）。「窪み」は大ピラミッ
ドの104段目に位置し、その窪みの南西の角には、
内部に続く割れ目があり、そこに「洞穴」のような
小さな空間が見つかっている（Fig.4）。
　これらの遺構は、エジプト考古省からの許可の下、
TBSの「世界ふしぎ発見」のTVクルーによって撮
影された。筆者は、その映像データを使用する好機
を得、関西大学の安室喜弘准教授（当時）、大阪大
学の金谷一朗准教授（当時）、そして株式会社ラン
グの千葉史常務取締役との共同研究として行い、20

分の映像を3万枚の画像へ分割し、そこから任意で
300枚を取り出し、複数枚の画像から対象の三次元
形状を復元する技術であるStructure From Motion
/Multi View Stereo（SFM/MVS）を 用 い て3Dモ
デルを完遂させ、組積造の立面画像を生成した。
　結果、内部の「洞穴」の大きさは、北北東-南南
西に3.3m、西北西-東南東に2.9mであり、ピラミッ
ドの外側の石材は東西南北の方位に沿って設置され
ているが、「洞穴」内部は段ごとに異なり、不規則
である。加えて、内部は3段の石組からなる2.3m
の高さだが、外側の3段（106段目、107段目、108
段目）を合わせた高さである2mとは一致していな
かった。 さらに各石材の間も、密着していないとこ
ろが多く、隙間にはモルタルや石灰岩の小片などの
瓦礫が埋められていた。
　大ピラミッドの石組構造の一部とはいえ、「洞穴」
内部と外側の窪みの構造から見ると、これまで推測
されてきた上記に示したいずれの石組構造とも異な
ることが示された（Fig.5）10）。
　おそらくこれは1980年代に行われたフランスの

精密重力計や早稲田大学の電磁波で探査された空
洞の一部であり、充填材を詰め込むための空間で
あると考えられる10）。充填材は古代エジプトの建
築史を通して、よく用いられた材料だが、ピラミッ
ド建造との関わりについては、まだほとんど行わ
れていない。
　続く、2015年には、大ピラミッドの別のROIで
ある頂上部に登り、画像・映像撮影を行った（Fig.6）。
大ピラミッドの頂上は、202段以降失われているた
め、平面上で組積造の観察が可能であり（実際には、
202段目は中央の18個の石材しか残っていないた
め、露出しているのは201段目の86個の石材であ
る）、取得した画像／映像データからVisualSfMと
いうソフトを用い、3Dデータを生成した。しかし、
それらのデータは高低差が少なく、限られた位置で
しか撮影できなかったため、生成された3Dデータ
の欠損箇所は少なくなかった。
 

　そこで予備調査では、ドローンを用いたクフ王の
頂上部の画像データの収集と3D化、データの工学
的解析と考古学的解釈を試みた。
1 . ドローンによる大ピラミッド頂上部の画像デー

タの取得
2 . 1の画像データから3Dデータの生成
3 . 2の3Dデータの工学的解析ならびに考古学的

解釈

　現在、エジプトの公用語であるアラビア語でド
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。そのため、本調査では、エジプトの
国家安全保障局から特別許可を得ているiFly Egypt
という会社の協力を経て、撮影を行った。
　大ピラミッドの頂上部は、DJI Phantom 4によっ
て撮影（静止画4000×2250 pixel、ISO100、1/1250秒、
f2.8、Fig.7）し、写真測量ソフトで3D化し、筆者
が頂上部でコンベックスによって計測した9ライン
を3Dデータ上に落として距離を付与した。これに
よって、計測値を3Dデータに統合し、学術データ
として使用できるようにした＊1。
・用いた画像の枚数：ドローンの写真92枚を使用

して、92枚の画像が採用

・ソフト：Agisoft PhotoScan Professional Version 
1.3.1

・生成した点群の数：2,494,377
・生成した面の数：4,974,384
・座標付与時の誤差：0.090095m
　3Dデータは物体表面の構造を直感的に理解する
ことを可能にするが、通常、考古学的な構造の形状
特徴を把握するためには、2次元の平面図や立面図
が使われる。そこで筆者らが研究開発したPEAKIT
を適応した。PEAKITを10mmピッチで画像化し

（Fig.8）、この完成したPEAKIT展開図から、線画
生成を行った（Fig.9）。完成したPEAKIT展開図か
ら、ピラミッドの頂上部の現状の大きさは、下記の
通りである。
・201段目の北-南の長さ：約11.7m
・201段目の東-西の長さ：約11.9m

　現在、ピラミッドの外装を覆っていた良質な化粧
石はほとんど失われており、露出しているのは、化
粧石と内部のコアの間に設置された「裏張り石」で
ある。化粧石を支える建材だと考えられているが、
その機能は明らかになっていない。
　201段目の外側が裏張り石であるのかどうかを確
認し、そして、失われた化粧板の量がどれくらいあっ
たのかを知るために、頂上部の一辺の長さを求める
方法として、図形の相似を用いた。オリジナルの頂
上から201段目までのミニピラミッドと、オリジナ
ルの頂上から地面までのオリジナルピラミッドが相
似していると仮定すると、図形同士は、それぞれの
辺の長さ同士を比べると同じ比率になっているた
め、一部が分かれば全体が判明する（Fig.10）。ピ
ラミッドのオリジナルの底辺の長さの平均（a）は
230.329m14）、オリジナルの高さ（c）は146.58m15）、

現在の高さ（d）は、2015年に筆者が大ピラミッド
に登頂しながら202段をそれぞれ測った時の全ての
段の合算の値であり、そこから得たミニピラミッド
の値が8.7m（e）となる。
オリジナルの底辺の長さ（a）：230.3m 
ミニピラミッドの底辺の長さ（b）：？
オリジナルの高さ（c）：146.6m
現在の高さ（d）：137.9m
ミニピラミッドの高さ（e）：8.7m
b/a=e/c
c=d+e
b=a(e/c)=a(c-d)/c=13.64m
　結果、201段のオリジナルの長さが13.64mであっ
た。現在の長さが、南北11.7m、東西11.9mである
ため、おおよそ石材1個分の幅が失われており、現
存している外側の石材が裏張り石であるということ
が明らかになった（Fig.11）。
　さらに頂上部の3Dデータの断面図を南北、東西
でそれぞれの列に沿って生成した結果、内部の石組
みには凹凸があるが、外側の裏張り石だけがほぼ水
平を保っていた（Fig.12, Fig.13）。
　次に、201段目のオリジナルの石材量と、失われ
た化粧板の量をそれぞれ求めた。201段は高さ
0.564mであるため、104.9m³だった。Fig.9に示し
た201段全体の面積に、高さを乗じて、求めた体
積は72.4m³だった。そこから充填率を求めた結果、
68.95%の石材が現存しており、失われた化粧板は
31.05%だった。201段目の石灰岩の密度は分かっ
ていないが、平均2.6g/cm³とすると、約273トン
の石灰岩が運ばれ、そのうち188トンの内部のコ
アが現存しており、85トンの化粧板が失われた計

算になった。

　ドローンを用いたピラミッドのような巨大建造物
の画像データの収集は、これまで手作業による線画
生成、あるいは地上設置型のレーザー計測器による
3Dデータでは詳細な記録が難しかったものを可能
にした。生成された3Dデータは、ピラミッドの組
積造や露出している裏張り石の機能、化粧板との関
わりなどを明らかにしうるものだが、GNSSデータ
と統合し、測地系に位置づけることが不可欠である。
この予備調査とデータ解析／解釈で、この方法論の
有用性を示すことができた。続く本調査では、大ピ
ラミッドの頂上部だけでなく三大ピラミッド全体を

DJI Phantom 3 Proで撮影し、GNSS（Global Navigation 
Satellite System）測量とそのデータを長基線解析
し、3Dデータと統合することができた。現在、こ
のデータは解析中であり、近くピラミッドの建造方
法について実証的にアプローチするとともに、デー
タの一般公開を目指している。
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　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

特集●ドローン活用／報告

　1.　はじめに

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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9 ）  岩木山ラジコン空港ホームページ
　　▶http://iwakisankuukou.com/index.html（2019

年5月31日閲覧)
10）岩木山ラジコン空港「よしもと5」
　　▶http://iwakisankuukou.com/goods1.html

（2019年5月31日閲覧)
11）あおもりドローン利活用推進会議ホームページ
　　▶https://adup.info/（2019年5月31日閲覧）
12）経済産業省「空の移動革命に向けた官民協議会」

2018年
　　▶https://www.meti.go.jp/shingikai/
　　mono_info_service/air_mobility/index.html

（2019年5月31日閲覧）

ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、
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　本州の最北端に位置する青森県でも、すでにさまざまな産業分野でドローンの活用が
見られるようになってきた。筆者は研究室の活動にドローンを取り入れ、学生とともに、
まずは空撮を主体とした観光プロモーションへの活用実践として、青森県大鰐町や八甲
田山温泉郷をフィールドに活動を行った。また今後は、農業分野での活用も研究の対象
として視野に入れており、青森県内における農薬散布での活用をリサーチする中で、ユ
ニークな取り組みを紹介する。また、青森県は真夏から豪雪まで全ての気候環境があり、
今後、全天候型のドローン機体等を開発する際の実証実験環境にも適している。青森県
における産学官金連携による産業振興体制やドローン関連研究開発企業の誘致に向けた
取り組みについても報告する。

　Aomori Prefecture, located at the northernmost tip of Honshu, has already seen 
the use of drones in various industrial fields. The author adopted drones in 
laboratory, and, to begin with, worked with the students in the field of Owani Town 
and Hakkoda hot springs as a practical application for tourism promotion mainly 
based on aerial photography. In the future, utilization in the field of agriculture is 
also considered as a research target, and unique approaches will be introduced as 
part of research into the use of pesticides in Aomori Prefecture. In addition, Aomori 
Prefecture has an all-climate environment from hot summers to heavy snowfall, and 
is also suitable for a demonstration experiment environment when developing 
all-weather drones and the like in the future. We will also report on the industrial 
promotion system by industry-academia-government-finance cooperation in Aomori 
Prefecture and efforts to attract drone-related research and development companies.



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、
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地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、

Fig.1　大学グランドでのドローン飛行練習風景

　2.　青森県でのドローンを巡る取り組み事例



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と
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してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、

Fig.2　大鰐スキー場上空からの風景
ドローンに360度カメラを装着し、全方向閲覧できる動画を配信し
た。この映像をVRゴーグルを用いて視聴すると、自身が空を飛んでい
るような体験ができる。

Fig.3　八甲田山温泉郷プロモーションサイト『八甲田山九湯会』４）



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ
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サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、

Fig.4　オプティムの農薬散布ドローン
（オプティム社ホームページより）

Fig.5　Agri Field Manager AIを用いて、病害虫がいるところを
　　　画像解析する６）



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、
Fig.6　農業生産者が農業生産者の視点で独自開発した農薬散布
　　　用ドローン「よしもと5」10）

　3.　ドローン産業振興に向けた産学官金連携体制
　　　の構築



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか
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ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、

Fig.7　あおもりドローン利活用推進会議で制作した
　　　 ドローン安全利用のための啓発ポスター

　4.　ドローン応用の今後の可能性と実証実験環境
　　　としての地方の活用



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

　5.　おわりに

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド
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すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」

もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、

Fig.8　Drone Fundも出資するA.L.I. Technologiesのホバー
　　　 バイクのイメージイラスト

提供）Drone Fund
すでに浮上させるところまで開発が進んでいる

Fig.10　ドローン関連研究開発企業への支援体制

Fig.9　青森公立大学のロケーション
（国土地理院の電子国土Webに情報を加筆）



　現在、ドローンは空撮、測量、点検、農薬散布、
配送など、多岐にわたる分野において活用が期待さ

れている。さらに近年は、民生用ドローンの低価格
化・高性能化に伴い、一般にも広く普及し始めてい
る。その一方で、禁止区域でのドローン飛行のトラ
ブルや事故などで、さまざまな規制事項も増えてき
ている。航空法ではドローンの人口集中地区での飛
行が規制されているが、少なくとも首都圏ではほと
んどの場所が人口集中地区となっているため、手軽
にドローンを飛行させる環境とはいえない。一方で、
地方では市街地を除けば、大半の場所で規制はなく、

地権者の許可さえ得られれば、いつでもドローンを
飛行させることが可能である。従って、地方こそド
ローンの有効活用や実証実験に好適な環境と考えら
れ、実際に大分県や熊本県、徳島県などをはじめ、
県や地方自治体などが主導した地域におけるドロー
ンの有効活用に向けた産官学の取り組みなどが、多
数見られるようになってきた。
　本稿では、青森県におけるドローン活用のトピッ
クや、ドローン産業の振興に向けた協力体制などに
ついて報告したい。

　現在、ドローンの民生利用分野を分類すると、「建
築・土木工事分野」（土木建築工事、老朽化建物調査、
河川工事、地滑り調査、のり面調査、橋梁調査、道
路工事、港湾工事、森林調査、砂防・ダム調査など）、

「調査・測量分野」（災害調査、火災現場調査、防災
点検、遺跡・文化財調査、植生調査、環境調査、森
林観測・記録、海洋生物調査、環境保全モニタリング、
気象観測、交通調査、事故調査、地質調査、残土調査、
地理情報システム、電子国土基本図、GISなど）、「プ
ロモーション分野」（景色・風景、不動産販促、施
設全景、農地、観光施設、企業PV、自治体PV、
観光PVなど）、「報道分野」（テレビ報道、新聞報
道など）、「イベント分野」（イベント催事、人文字、
記念撮影など）、「農業分野」（農薬散布など）、「点検・
管理分野」（ソーラパネル点検、風力発電管理、送
電線・鉄塔調査、山林管理、田畑管理、施設管理など）
といった分野に広がっている。そして、青森県にお
いても、ここに示した利用例のほとんどが何らかの
形で行われている。首都圏などの都心部よりも、む
しろ地方の方が身近なところにおけるドローンのビ
ジネス活用が行われている。
　以下、筆者が関わった取り組みや、青森県で注目
されている取り組みについて紹介する。
　2-1　ドローン空撮による観光プロモーション
　筆者の所属する青森公立大学は、青森市中心部か
ら南に10kmほど離れた八甲田山に向かう観光ルー
トの途中に所在する。国が定める人口集中地区から
も外れており、また、大学の広大なキャンパスの大
半が山林となっているため、ドローンの飛行練習を
するには絶好の環境にある。筆者は、2011年に
Parrot社「AR Drone」を入手し、実験的に飛行さ
せるなどしていたが、ドローンがいよいよ注目され
るようになってきた2017年2月には、DJI社製

「Phantom 4」を空撮用として導入し、以後、研究
室の活動の中にドローン空撮を本格的に加え、学生
にも操縦を習熟させるようにしてきた（Fig.1）。
　大学キャンパス内での飛行に当たっては、これま
で前例がない事案だったため、当初は、大学当局側
の事務手続きで戸惑いがあった。大学当局に対し、
ドローン飛行に関する安全性や事故対策などを示し
て検討を図っていただき、手続きとして事務局規定
の「施設使用承認申請」を行い、年間を通じて大学
グランド、駐車場（条件あり）、キャンパス内山林
の使用承認申請を行い、飛行時に他の利用者がいな
いことを当日事務局にて確認の上で、通年いつでも
飛行練習等ができるような許諾を得た。
　その後は、ドローンに関心を持つ学生らが、講義
の合間などにドローンの飛行練習を積み、そのうち
の数名が国土交通省の無人航空機飛行許可申請も行
い、包括飛行許可を得ている。また、筆者や一部の
学生がJUIDAの無人航空機操縦技能証明、または
ドローン検定の資格を取得している。
　研究室としてのドローン活用の目的は風景の空撮
を主体とし、特にウェブを通じた観光プロモーショ
ンの中でドローンによる空撮を加えることで、より
多くの人たちに地域の魅力を知っていただこうと考
えた。筆者の所属する大学では、県内のさまざまな
地域において、地域の人たちと協働することで深く
地域を知り、その地域に介在する課題について学生
を交えて解決していくというフィールドワーク主体
の教育方針を採っている。そうした中で、筆者の専
門であるICTの地域での応用という観点から、ウェ
ブを通じた地域の情報発信という試みを行う中で、
ドローンやVRといった最新技術を積極的に応用
し、効果を検証していくことを活動や研究の中心と

してきた。
　青森県は、世界遺産の白神山地や神秘的な十和田
湖をはじめ、豊かな自然に恵まれており、四季を通
じて多くの魅力を満喫でき、特にインバウンド観光
客の宿泊数では、東北6県中トップとなっている１）。
そうした素晴らしい素材をどのように国内外に伝え
ていくかを学生とともに考えながら、さまざまな取
り組みを行ってきた。2016～2017年度は、スキー
リゾートとして栄えた南津軽郡大鰐町をフィールド
として、ウェブを通じて地域の魅力を発信するとい
う取り組みに関わらせていただいた。同様に2018
年度からは、八甲田山温泉郷（八甲田山九湯会）と
連携し、八甲田山を中心にしたウェブプロモーショ
ンにも取り組んでいるところである。
　まず、大鰐町のプロジェクトから紹介する。大鰐
町は、秋田県との県境にある津軽地方南端に位置す
る町で、1889年（明治22年）の町村制の施行により、
大鰐村として発足、1923年（大正12年）に町制施
行して大鰐町となった歴史のある自治体である。開
湯800年の歴史を誇る温泉街と、大正時代から営業
する競技スキーの名門として知られる大鰐温泉ス
キー場が町のシンボルである。この大鰐町へのさら
なる観光客誘致を目指し、地域のブランド化を一層
推進させることを目的として、2016年に大鰐町、
プロジェクトおおわに事業共同組合、大鰐温泉もや
し組合の3者で「大鰐温泉もやし増産推進委員会」
を発足、筆者らは、この委員会から委託を受けて地
域の情報を発信するウェブサイト『湯のまち大鰐物
語』２）の企画を行った。ウェブサイトに掲載する
記事は、学生が地域を取材して記事執筆するという
段取りで制作した。この取り組みを行う中で、地域
の魅力をいかに伝えていくかを工夫し、2017年か
らは360度動画を用いたVRの活用とドローン空撮
映像の活用を加えていった。
　ドローン空撮の活用に関しては、空撮ならではの
見どころとしてリサーチを行い、町を一望できる大
鰐温泉スキー場の山頂からの空撮風景を活用した
他、ドローンに360度カメラを固定してVR空撮動
画の撮影も試みた（Fig.2）。なお空撮にあたり、地
権者の承諾を得る必要があり、スキー場を所轄する
大鰐町建設課（スキー場）、および大鰐町教育委員
会（スキージャンプ台）の許諾を得て空撮を行った。
空撮映像は、『湯のまち大鰐物語』のウェブサイト
の中に一部をリンクした他、NTTドコモが開発し
たVR視聴ソリューションを利用し、2017年6月30

日から12月25日までの期間、大鰐町地域交流セン
ター「鰐come（ワニカム）」と、東京都千代田区の
青森県東京観光案内所に設置させていただき、多く
の方々に視聴いただいた。VR視聴ソリューション
は、NTTドコモが開発したソリューション「みん
なのVR」の第一弾活用事例として共同でコンテン
ツ制作を行い、また、提供開始時は、NTTドコモ（中
央）と大鰐町で共同リリースしたことで、全国のメ
ディアで紹介されて話題となった３）。
　この大鰐町での経験を生かし、2018年度からは
八甲田山温泉郷へフィールドを移していった。八甲
田山周辺に点在する9カ所の温泉旅館等で構成され
る八甲田山九湯会から委託を受け、この9カ所の温
泉旅館等と周辺の観光スポットなどを紹介するウェ
ブサイトとして、『八甲田山九湯会』（Fig.3）の制
作を行うこととなった。ここでも360度動画VRと
ドローン空撮をふんだんに盛り込み、ウェブを通じ
て八甲田温泉郷の魅力を立体的に視聴できる試行に
取り組んでいる。この『八甲田山九湯会』のウェブ

サイトも、大鰐町と同様に学生が取材活動を行い、
記事制作をした他、今回はウェブのコーディングも、
すべて学生が手がけた。
　2019年5月にウェブサイトを正式公開し、八甲田
山九湯会の発足とウェブサイト運用開始について青
森県知事にも報告を行い、メディアを通じて県内外
で紹介された。今後も八甲田山周辺地域の四季の魅
力を伝えていくために、ドローン空撮を含め、定期
的に取材活動を行っていく予定である。
　2-2　ドローンの農業分野への応用
　青森県は観光分野の他に、農林水産業の振興へも
力を注いでおり、農林水産省「生産農業所得統計」
によれば、2002～2016年の農業産出額の伸び率は
25.3%で全国1位となっている５）。こうした中で、
佐賀大学発祥の情報技術関連企業で、スマート農業
ソリューションなども持つ株式会社オプティムは、
青森県の地銀であるみちのく銀行との合弁により、
青森市に地域商社として株式会社オプティムアグ
リ・みちのくを設立し、県内の生産者とスマート農
業に関する実証実験を始めている。
　この協業の中で、ドローンとAIを活用した減農
薬栽培という試みを行っている（Fig.4）。オプティ
ムの圃場情報管理サービス「Agri Field Manager」

（Fig.5）を使用し、水田で栽培している稲を自動航
行のドローンで空撮したのちAIを用いて画像解析
し、病害虫がいる場所を特定する。そして、再びド
ローンを使用して病害虫がいる場所だけに農薬を散
布することで減農薬栽培を実現させた。
　この実証実験は、オプティムのスマート農業アラ
イアンス７）に参加した青森県内の生産者の圃場を
使って実証実験を行っている。オプティムのスマー
ト農業アライアンスは、AI・IoT・ビッグデータを
活用してスマート農業を推進する取り組みで、農業
生産者だけではなく、企業や金融機関、自治体、大
学などが参画して取り組んでいる。みちのく銀行は、
金融機関として初めて、このアライアンスに参加を
果たし、これが合弁会社設立につながった。このス
マート農業アライアンスに参画した関係者が協力
し、必要に応じてマッチングも行い、生産する農作
物の価値を高めていこうというものである。
　農業の現場に、ドローンやAIなどの最新ICTを
導入するには新たな投資コストがかかり、またド
ローン操縦やAIの解析をするためのスキルも求め
られる。生産者にとっては、こうした敷居がスマー
ト農業の導入の障壁となってきた。そこでオプティ

ムは、一定の条件のもとで、生産者が生産した農作
物を市場価格で全量買取するという条件で、ピンポ
イント農薬散布テクノロジーや、ドローン操縦オペ
レータの派遣を含むオプティムのスマート農業ソ
リューションを生産者に無償提供するという試みも
行われた。オプティムが買取りした農作物は、減農
薬栽培として付加価値を高め、これを独自の販路で
販売し、収益化を目指す。この新しいビジネスモデ
ルは、今後のわが国のスマート農業の推進において、
その成功が大きく期待されている。
　2-3　農薬散布ドローンの開発販売事例
　農薬散布への無人機の使用は、わが国ではかなり
以前から試みられてきた。農林水産省 消費・安全
局植物防疫課が2018年に公表したデータ８）では、
農薬散布目的で登録された機体数が、2018年2月末
現在で、無人ヘリコプター 2,775機、ドローン695
機となっている。無人ヘリコプターは、従来の有人
ヘリコプターを用いた農薬散布に比べ、単位面積当
たりの作業料金が一般的な（地上での）農薬散布に
比べて安価であることや、農地と住宅地の混在化等
により、広域散布に向いていた有人ヘリコプターで
の散布が困難になってきたことなどから活用が進ん
できた経緯がある。そして近年は、機体が小型で廉
価になったドローンの活用にシフトしつつある。ド

すでに実用化に向けて開発が進んでいるものも多数
ある。
　エアモビリティをはじめとして、商業利用を前提
とした機体は、多少の雨や雪でも支障なく飛行する
ことが求められていくはずである。現在、雨滴の中
で飛行できるドローンはあるが、例えば、雪が降る
寒冷で過酷な環境でも安全に運行できる機体の設計
が、今後は求められていくはずである。そうした環
境下において実証実験が行える場所こそ、まさに日
本一の豪雪地である青森市やその周辺が好適と考え
る。そこで、あおもりドローン利活用推進会議と青
森公立大学は今後、青森県でドローン関連の研究開
発や実証実験を行う企業のサテライト拠点誘致に積
極的な協力を行っていく。羽田空港から青森空港ま
で1時間少々で移動でき、青森空港から青森公立大
学へは自動車で約20分である。新幹線も利用でき、
東京から新青森まで最速の列車で3時間を切る

（Fig.9）。青森公立大学では、2018年から地域連携

センター内に「スタートアップラボ」を設置し、起業・
創業を目指す方たちに無償で作業スペース等を提供
しているが、これを活用し、さらに広大なキャンパ
スを実証実験環境として提供していく考えである。
また、あおもりドローン利活用推進会議の会員企業
やオブザーバーなども、研究開発のサポートをして
いく（Fig.10）。

　飛行に制約が多い大都市圏よりも、むしろ地方で
こそ、ドローンの利活用が期待されている。ドロー
ンを安全に飛行させるためには産官学が連携を図
り、また、関係者が協働して取り組んでいくことが
重要である。ドローンに肯定的な観点から関心を持
つ人たちを増やしていくためには、青森県内でも今
後積極的な啓発活動や各種ドローンセミナーの開催
などが求められていく。青森県といわれて真っ先に
連想するのが「りんご」であるが、いずれ「ドローン」
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もその連想に出てくるように、ドローンの利活用や
研究開発、産業振興に熱心な県になれるよう、関係
者一同と推進していきたい。
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ローンであれば、中山間地域や狭小な園地での利活
用も期待される。
　とはいえ、まだまだ産業用ドローンは高価であり、
小規模な農業生産者が独自に購入するには、二の足
を踏んでいた。こうした状況の中で、もともと農業
を営んでいたが、その農地を無人ヘリコプターやド
ローンを練習するための私設空港として地域の人た
ちに開放し、さらに操縦方法や農薬散布の指導など
を行っていた方が、小規模農業生産者でも負担なく
安価に導入できるようにと、農薬散布用ドローンを
独自開発して販売にまでたどり着いた事例がある。
青森県黒石市で現在、岩木山ラジコン空港株式会社
を経営する太田徳次氏は、代々継承してきた広大な
農地を無人機の会員制練習場「よしもと飛行場」と
して造成し、供与している９）。
　その他、無人ヘリコプターを使った農薬散布を
行っていた生産者がドローンも活用できるように
と、ドローンの基礎から農薬散布の実際までを学べ
るスクールを開講したり、各種申請手続きの代行業
務を行ったりするなど、地域の農業生産者に必要な
情報提供やサポートを地道に行っている。
　そして、2019年5月には、独自に開発した農薬散
布用ドローン「よしもと5」（Fig.6）の販売も開始
した。農薬散布用ドローンとなると、100万円を超
えるものが多い中で、そのような高額な機器の導入
は、多くの農業生産者にとって困難であるとし、可
能な限りコストダウンを図り、国内で市販される農
薬散布用ドローンとしては、最安価格帯の38万円
でオンライン販売を始めた。地域の中で可能な限り
自分たちの手で取り組むという信念のもと、無人機
練習場もオンライン販売ページも、すべて手作りで
地道に活動を行っている。青森県以外にも、こうし
た地域発の取り組みは見られるだろうが、地域の実

情に合わせたドローン関連サービスや製品などが、
今後も各地から生まれ、地方における産業振興につ
ながっていくと良いのではと考える。

　以上のように、青森県においては、観光プロモー
ションや農業分野での利活用をはじめとして、建
設分野、測量分野、事故災害対策など、さまざま
な分野でドローンの活用が見られるようになって
きた。その一方で、全国的にドローンをめぐる事
故や事件も増えており、ドローンを飛行させるた
めの法令の遵守や安全性の担保が求められるよう
になってきた。ドローンを飛行させるためには航
空法以外にも、道路交通法、民法など、さまざま
な関連する法令を理解し、また気象状況などを鑑
みて、安全に飛行させる経験が求められてくる。
そこで青森県、青森県警察、および青森県内のド
ローンスクール事業者等が中心となり、産学官金
の連携体制を整えて、今後、青森県内でドローン
を利活用していく方に向けた情報提供や、新産業
創出に向けた取り組みを行っていくために、2018
年10月に「あおもりドローン利活用推進会議」11）

を任意団体として設立、活動を開始している。事
務局は青森公立大学地域連携センター内に置き、
筆者が事務局長を務めることとなった。
　青森県内におけるドローンのトラブルというと、
例えば、毎年約300万人の観光客が訪れる青森県弘
前市の「弘前さくらまつり」では、無許可のドロー
ン飛行のトラブルが後を絶たない。人口集中地区
である上、人が集まるイベントの上空とあって、
主催の弘前市関係者や青森県警察などを困らせて
きた。それら無許可ドローンの多くは、日本の法
令を知らないインバウンド観光客が自ら持ち込ん
だ機体を飛ばしているものが大半だという。他の
観光地でも、同様にトラブルになる事例が増えて
いたため、あおもりドローン利活用推進会議では
発足に先立って、まずは夏祭りが始まる前の2018
年7月に、ドローン飛行に関して多言語で注意を促
すポスター（Fig.7）を制作し、県内各所に配布を行っ
た。ポスターには「ドローン飛行のルールを守り
ましょう」といった注意書きを、日本語、英語、
中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で表記し、また、
この各言語で日本のドローン飛行ルールをウェブ
サイトに掲載し、ポスターのQRコードやURLか

ら詳細を参照できるようにした。
　このポスターの成果事例として、前述の「弘前さ
くらまつり」では、2018年は公園内各所に「ドロー
ン飛行禁止」という掲示をしていたにも関わらず、
弘前市役所公園緑地課で把握しているトラブルだけ
でも5件に上っていた。しかし2019年は、あおもり
ドローン利活用推進会議の作成した多言語で注意を
促すポスター掲示やチラシ配布を行ったことで、ト
ラブルは1件に抑えることができた。
　このあおもりドローン利活用推進会議のもう一つ
の目的は、県内のドローン関連事業者に関わる情報
収集と情報提供である。例えば、県内でドローン空
撮を依頼する際に、県内の空撮事業者の情報が少な
いために、これまで東京など県外の空撮事業者に空
撮業務を発注するようなケースが多数見られてき
た。県内にも優秀なドローン空撮業者が多数あるた
め、できれば県内で事業が回るよう協力をしていき
たいと考えた。同様に、ドローンを学びたいという
ニーズがある一方で、ドローンスクールの存在も県民
にあまり知られておらず、ここでも、この団体が役立
つと考えている。青森県内には、JUIDA、JUAVAC、
ドローン検定の各資格に対応したドローンスクール
計7校が事業を営んでおり、本来であれば、競合と
なる各スクール同士ではあったが、青森県内のド
ローン産業の裾野を広げていくためにも、ここは一

致団結して協力関係を築いていくべきと賛同いただ
き、このドローンスクールが団体の中核となって運
営を進めていく体制を整えることができた。
　また、今後はドローンをめぐる研究開発や各種実
証実験のサポート、さらにドローン利活用に関わる
スタートアップの育成なども視野に入れており、青
森銀行、みちのく銀行、および中小企業支援を行う
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、
ドローンスタートアップ特化型投資ファンドの
Drone Fundにも、オブザーバーとして加わってい
ただいた。
　現在、あおもりドローン利活用推進会議では、青
森におけるドローンをめぐるサービスや事業を提供
する事業者、個人（ドローンスクール、空撮事業者、
建設会社、測量会社など）と、ドローンの利活用に
よる受益者（マスコミ他）などが会員として加入し、
オブザーバーも参加する定期的な情報交換の場を設
けるなどしている。徐々にではあるが、こうした場
からドローンの新たな利用や企業間のコラボレー
ションなどが生まれており、微力ながら県内の産業
振興に役立っている。

　経済産業省と国土交通省は、「将来的に、短中距
離を自動で飛行して、安全かつ安価に人や物を移動
させられる機体やサービスが実現すれば、例えば、
都市部での移動にかかる時間の短縮、離島や山間部
での移動の利便性の向上、災害時の救急搬送や物資
輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地で
の課題の解決につながることが期待される」として、
このような空の移動を可能とする、いわゆる“空飛
ぶクルマ”の実現に向けて、官民の関係者が一堂に
会する「空の移動革命に向けた官民協議会」を発足
し、2018年8月から計4回の会議を開催してきた12）。
この協議会の構成員でDrone FundのGeneral Partner
である千葉功太郎氏（投資家、ホンダジェット国内
第1号顧客として知られる。あおもりドローン利活
用推進会議の顧問にも就任いただいた）は、この協
議会の第1回会議の冒頭で、「ドローン前提社会の
実現とエアモビリティ社会の到来」と題したプレゼ
ンテーションを行い、Drone Fundが関与するスター
トアップ等が目指している近未来のエアモビリティ
などについて、イメージイラストを用いて紹介した

（Fig.8）。ホバーバイクや有人マルチコプターなど、
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　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

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

特集●ドローン活用／紹介

ドローン物流の現状と展開可能性

　1.　まずは身近なドローンから

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当
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　筆者は、2014年1月に最初のドローンを購入した。
海外交通コンサルタント勤務の知人が、次の海外調
査の使用機材としてドローンの利用を想定してお
り、比較的手頃な値段で購入できることを知ったた
めである。早速発注し、A社の配送により、翌日に
は大学構内で飛ばした記憶がある。この頃は、まだ
2015年4月の首相官邸ドローン墜落事件の発生前で
あったため、200gを超えるドローンでも、都内で許
可なく飛行させることができたのである。それ以来、

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

　2.　ドローン展を見に行く

（ 49 ）
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ドローン物流の現状と展開可能性

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

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

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

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

　3.　国土交通省のドローン物流・5つの実験

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.4　南相馬市実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



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

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

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

（ 51 ）

135

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

ドローン物流の現状と展開可能性

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.5　白馬村実験の飛行経路（概略）
地図）Google Earth

Fig.6　秩父市実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



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

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

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

参考文献
1 ）  国土交通省「山間部等でのドローン荷物配送の

本格化に向けて　～ドローン物流の検証実験地
域について公募を開始～」報道発表資料、2018
年6月28日

　　▶http://www.mlit.go.jp/report/press/
　　tokatsu01_hh_000391.html
2 ） ドローンジャーナル、2019年Spring号、株式

会社インプレス発行
3 ）  国土交通省「過疎地域等におけるドローン物流

ビジネスモデル検討会」
　　▶http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/
　　freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000158.html
4 ）  首相官邸「岡山県和気町における 大型ドロー

ンを活用した国家戦略特区構想 追加のご提案」
　　▶https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
　　kokusentoc_wg/h30/teian/
　　20180823_shiryou_t_3_1.pdf（2019年5月6日

閲覧）
5 ）  NTTドコモ「セルラードローンの送信電力最

適化機能を開発－上空でのLTEによるドロー
ンのレベル3自律飛行に成功－」報道発表資料、
2019年3月12日

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

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

閲覧）

136

（ 52 ）

兵藤哲朗

国際交通安全学会誌　Vol. 44,  No. 2 令和元年 10 月

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Fig.7　和気町実験の飛行経路（概略）
地図）Google Maps



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

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

　4.　ドローン物流市場とその制約条件

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

（ 53 ）
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片道3円と推計されている）で、採算に見合ったサー
ビスが期待できる離島ドローン物流であった。実験
後の課題としては、
・補助者配置のため、チャーターの船を確保する必

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Table 1　国土交通省の5実験のまとめ３）

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

検証地域

飛行
シナリオ

配送荷物

飛行回数

飛行距離

飛行経路

福島県南相馬市 長野県白馬村 埼玉県秩父市 岡山県和気町 福岡県福岡市

3回 5回 9回 14回 3回
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白馬村山岳
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ドローン配送
協議会

和気町
ドローン物流検証実験

協議会

福岡市
ドローン物流
協議会

日本郵便㈱の小高郵
便局から浪江郵便局に
荷物配送

林道終点から山小屋に
食料等を配送

キャンプ場に注文の
あったバーベキュー用品
を配送

過疎集落に注文のあっ
た食料品・生活用品を
配送

本土－離島間で生活
品や海産物等を配送

業務用書類やパンフ
レットを模擬した荷物等

米、生きた魚、アイス、空
き瓶、空き缶等

紙皿、プラスチックコッ
プ、虫刺され薬等

菓子パン、寿司等食料
品、トイレットペーパー等

山間部（送電線上空を
飛行経路に活用）

過疎地域（河川上空を
飛行経路に活用）

封筒、医薬品を想定した
サプリメント、生わかめ等



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

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

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

Table 2　コンビニ商品配送のシミュレーション

Fig.9　和気町47名集落へのコンビニ配送実績４）

（2016年2月3月の60日間の個数）

60日間輸送量
［cm²］

60日間
輸送個数

60日間
輸送金額



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

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

　5.　おわりに

　このようなドローン技術の発達も視野に入れ、国
土交通省などは、2017年7月に閣議決定された総合
物流施策大綱（2017年度～2020年度）の中でも、

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

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

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

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

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

通信のために、高出力周波数帯を利用する場合、
無線局免許が必要となり、第三級陸上特殊無線技
士以上の資格者の人員確保も必要。

・高品質な映像伝送のために高周波数帯を利用する
場合、低周波数帯に比べて通信距離が短く、中継
アンテナの運用に手間とコストがかかる上、天候
の影響も受けやすいこと。

・プライバシー問題や騒音の発生は、住民に受け入
れられるか。

・郵便局間の配送を発展させ、郵便局から顧客への
配送も視野に入れているが、その時にエリア包括
申請など、より簡便で合理的な手続きがとれないか。

などが挙げられた。
　過疎地の郵便事業は、日本全国津々浦々に存在し
ており、郵便局間のみならず、顧客への配達も実現
できれば、その影響は大きい。顧客側の簡易ドロー
ンポートの設置や配送スケジュールの事前確認が可
能なアプリの開発が、今後期待される。
　3-2　長野県白馬村
　長野県白馬村のドローン物流は、日本最大の山小
屋とされる白馬山荘（標高2,832m、収容800名）を
経営する株式会社白馬館を中心に行われた。4月下
旬から10月中旬の山荘の営業期間、山小屋への荷

上げは最大で65トン、山小屋からの荷下げも最大
で15トンに及ぶ。通常は、この輸送をヘリコプター
で行っており、機材にもよるが、そのペイロードは
350 ～ 850kg程度である。山小屋の利用客へのサー
ビス提供のため、ガスボンベや食料、飲料などの重
量物が輸送されているのである。今回のドローン物
流は、その一端を担うことを想定し、黒菱林道の終
点と村営八方池山荘の間の直線距離1km、標高差
350mの区間で実施された。使用した機材は2種類
あり、神旗GF1-01（ペイロード10kg）と神旗GF1-00（ペ
イロード7.5kg）である。今回の5実験の中では比
較的高いペイロード機種といえる。飛行距離は短い
ものの、山間部という気象条件に対するドローン物
流の対応能力が試されたユニークな実験と見なせる

（Fig.5）。
　輸送されたのは、往路は米やアイス、復路は空き
缶などで、積載重量は8.0kgまでテストされた。興
味深いのは、鮮魚として生きたままの岩魚も配送さ
れたことである。ドローンが付加価値の高い輸送向
きであることをアピールする目的だが、テレビ取材
でも取り上げられていた。また、通常荷物のみなら
ず、緊急事象の発生も想定し、リールによる吊り下
げでのAEDの受け渡しも、実験メニューに取り込
まれ、その安全性が確認された。
　実験終了後の課題として、
・付近をヘリコプターやパラグライダーが飛行する

ことがあり、それらとの事前の情報共有システム
が必要。

・登山者や観光客に対する、より効率的な周知方法
の確立。

・谷越え時に航空法の150m飛行規制を維持するのが

非効率で安全性も阻害されること（この課題につ
いては後述する）。

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

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

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

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

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

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

ら迂回行動を取らざるを得ないこと。
・「ドローンハイウェイ」というドローン飛行を見

据えたインフラ整備の可能性が示されたこと。
・アプリ開発と一体化した商用ドローン物流の採算

可能性を明らかにしたこと。
・秩父市にも雪で道路が途絶する限界集落があり、

災害対応のドローン活用の有効性が示唆された
こと。

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

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

テムの必要性
など挙げられている。

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

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

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

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

　4-1　ドローン物流市場の成立条件
　それでは、ドローン物流が実用化された場合、ど
のような配送がなされ、そのサービスの採算性が確
保されるのだろうか。ここでは、和気町実験に関連
する資料４）に基づいて、オーダーチェック程度の
シミュレーションを試みたい。資料では、19世帯
47名の和気町実験対象者への2016年2月と3月のコ
ンビニ品のトラック輸送実績が紹介されていた

（Fig.9）。これらの品目のうち、95%タイル値に至
る上位12品（惣菜～卵）がドローン配送されるこ
とを仮定する。配送に使用される容器は、縦横
25cm・高さ20cmとする。容積は、25×25×20=
12,500cm²であり、積載率80%で水を満たしても、
ペイロード10kgで輸送できる範囲である。なお、
以下の計算では、輸送重量制約は考えない。まず、
筆者が12種類の品目の「具体品目」を近くの数件
のコンビニで選び、店内で販売価格と大まかなサイ
ズを測った。Table 2がその結果であるが、「輸送可
能量」は、上記の容器で1回に運搬できる「具体品目」
の個数を表している。それに和気町60日間の実績
を乗じたのが「60日間輸送量［cm²］」で、同様に「具
体品目」の販売価格を乗じたのが、「60日間輸送金
額」となる。この計算から60日間の配送回数は、
2,592,630÷12,500＝207［回／60日］であり、一日当

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

特集●ドローン活用／紹介

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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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。
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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
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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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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
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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。

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

　　▶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

146

（ 62 ）

宮本和彦

国際交通安全学会誌　Vol. 44,  No. 2 令和元年 10 月

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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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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　　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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国際交通安全学会学会通信

■ IATSS Research Vol.43,
　 Issue 2およびIssue 3発行
■ 第61回IATSSフォーラム修了

IATSS Research Vol. 43, Issue 2
およびIssue 3発行

　IATSS Research Vol. 43, Issue 2およびIssue 3が発行されました。
　Elsevier Ltd.のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。

　Vol. 43, Issue 2
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/43/issue/2

<Special Feature: Analysis and prevention of traffic fatalities and injuries from the 

perspective of forensic medicine>

Kazuhiko Kibayashi

　　Analysis and prevention of traffic fatalities and injuries from the perspective of forensic medicine
Kazuhiko Kibayashi

　　Prevention of head trauma and death in patients with head injuries: A forensic autopsy study
Ken-ichiro Nakao, Yuki Tatara

　　An analysis of alcohol and drug intake in forensic autopsy cases of traffic fatalities
Yoko Nishitani

　　Alcohol and traffic accidents in Japan
Takashi Taki, Mitsuyo Machida, Ryo Shimada

　　Trends of traffic fatalities and DNA analysis in traffic accident investigation
D.D.S. Hajime Utsuno

　　Victim identification in large-scale disasters using dental findings
Takako Tsujimura-Ito

　　State of damage to and support for victims of motor vehicle accidents in Japan

<General Topics>

Vaida Tūskė, Laura Šeibokaitė, Auksė Endriulaitienė, Esko Lehtonen

　　Hazard perception test development for Lithuanian drivers
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　Vol. 43, Issue 3
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/43/issue/3

<General Topics>

Ali Ghasemzadeh, Mohamed M. Ahmed

　　Exploring factors contributing to injury severity at work zones considering adverse weather 
　　conditions
Kento Yoh, Chiemi Uchiyama, Pai-Hsien Hung, Kenji Doi

　　A video-based approach to promote safe driving among foreign visitors to Japan
Suhaila Abdul Hanan

　　Motorcyclists' beliefs of compliance with the Malaysian school zone speed limit (SZSL)
Kaviyarasu Yellappan, Kulanthayan K.C. Mani, Shamsul Bahri Md. Tamrin

　　Determinants of certified motorcycle helmet use among postal delivery riders at rural areas in 
　　Peninsular Malaysia
Yuma Tsumura, Dai Nakagawa, Ryoji Matsunaka, Tetsuharu Oba

　　A study on the timing of Asian metropolitan railway development with motorization and its effect 
　　on CO2 emissions from transportation
Trinh Thi Lan, Kunnawee Kanitpong, Kazuya Tomiyama, Akira Kawamura, 

Takashi Nakatsuji

　　Effectiveness of retro-reflective tape at the rear of heavy trucks to increase visibility and reduce 
　　rear-end collisions
Apostolos Ziakopoulos, Athanasios Theofilatos, Eleonora Papadimitriou, George Yannis

　　A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety
Muhammad Adnan, Uneb Gazder

　　Investigation of helmet use behavior of motorcyclists and effectiveness of enforcement campaign 
　　using CART approach

Nguyen Hoang-Tung, Hisashi Kubota

　　Clarifying multiple-mode decision making in conventional psychological models: A consideration of 
　　the influential mechanism of car use's characteristics on the behavioral use of public transportation
Atanasio Tembe, Fumihiko Nakamura, Shinji Tanaka, Ryo Ariyoshi, Shino Miura

　　The demand for public buses in sub-Saharan African cities: Case studies from Maputo and Nairobi
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第61回IATSSフォーラム修了

　IATSSフォーラムは、1985年よ
り開始し、現在はアジア10カ国（カ
ンボジア、インド、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、シンガポール、タイ、
ベトナム）から研修生を招き、次
世代若手リーダーを育成する研修
を行っています。
　研修の修了生（60回まで1,049名）
は、政府機関、大学、企業、NPO
などで活躍するとともに、各国、
各地域の課題に対応すべく、ボラ
ンティア活動にも積極的に参加し
ています。
　第61回 は、2019年5月18日 か
ら、10カ国20名が参加して始ま
りました。
　鈴鹿を拠点に、京都、神戸、鳥羽、
東京を訪問し、環境、政治、交通
等のセミナー、視察、国際交流、ケー
ススタディなど、55日間の研修を
行い、7月6日には全員が無事修了
式を迎えることができました。
　研修テーマとして「持続可能な
地域・社会づくり」を設定し、武
内会長による導入セミナーをはじ
め、事例研究、その他講義を通じて、
地域・社会をよりよくするために
何が必要なのか、住民・企業・行

政がどのように連携すべきかを「共
に考え、共に学ぶ」行動を実践し
ました。
　文化的背景・専門分野の異なる
研修生たちが積極的に知識を共有
し、切磋琢磨しながら真剣に研修
に取り組みました。 その成果とし
て、研究発表会では、各グループ
より以下の3つのプロジェクトが
提案されています。
1 .　マレーシアのパシル・グダン

における有毒化学物質の不法
投棄による大気汚染問題を取
り上げ、大気汚染を減らし、
持続性のあるコミュニティを
作り上げるとともに、問題の
再発防止を図るプロジェクト

2 .　インドのディマプルで深刻化
しているごみ処理問題に着目
し、持続可能なコミュニティ
に向けた全体的かつ多面的な
解決アプローチを行う企業を
設立、5年間にわたる段階的
な改善を展開し、最終的には
90%以上の世帯でごみの分別
を行い、体系的な廃棄物処理
を進めるプロジェクト

3 .　インドネシア国内における貧
困地域の一つである、パプア

地域の言語やライフスタイル
への理解の向上および、同地
域コミュニティ内の識字率向
上を目標として、同地域外に
居住する大学生が同地域への
ツアーを通して児童と交流
し、文化的な理解を深めてい
くと同時に、児童の識字率の
向上を目指すプロジェクト

　研修生の中には、早速、これら
の提案を自国に持ち帰り、同窓会
メンバーと連携し、実現させよう
という動きも出ています。
　研修生からIATSSフォーラムの
リーダーシップ研修に対する生の
声を聞く機会である振り返り会で
は、「自分自身を深く知り、また自
分に自信を持つことができた」

「バックグラウンドも専門性も異な
る多様な研修生との関わりを通じ、
大きな刺激を受け、考え方や視野
が大きく広がった」など、多くの
称賛の声を聞くことができました。
　研修生各々が研修中に培われた
知識・体験・人との絆を活かし、
将来を担う若手リーダーとして、
さらに成長し、グローバルに活躍
してくれることを期待しています。

▲グループ研究発表会の様子 ▲民族衣装を身にまとった研修生



（ 69 ）IATSS Review　Vol. 44,  No. 2 Oct., 2019

〒104-0028  東京都中央区八重洲2-6-20
公益財団法人 国際交通安全学会

Tel.03（3273）7884　Fax.03（3272）7054
http://www.iatss.or.jp

▼ドローンで宅配を行う時代がす
ぐそこに来ているという。今後、
空中空間を使った輸送が手軽にで
きるようになれば、まず無人であ
るのだから昨今の労働力不足には
朗報であるし、道路空間の自動車
混雑も解消するだろう。楽しい空
想をいろいろと巡らせるのは心楽
しいものである。
　しかし、実際の利活用にはさま
ざまな課題が存在しており、これ
から順々に解決しなければならな
い。紙面の制約のため詳細は省く
ことにするが、例えば、一部の規
制については慎重な議論の上で見

直すことも必要となってくるもの
と思われる。
　改めて考えてみれば、ドローン
とはものを飛ばす手段にすぎず、
それをどう使うかは利用者次第で
ある。特に今回の飛行革命は、さ
まざまな課題に悩む地方こそが先
進地域となる可能性が極めて高
く、積極的に取り組む地域がこの
果実を早い段階から享受すること
となるだろう。ドローンに限らず、
これからはさまざまな努力や知恵
の差が地域の体力差となって出て
くるのかもしれない、そう感じた
ところである。

　最後になるが、やはり官民連携
の重要性を強調したい。物流にお
けるドローン活用の実証実験は、
当該地域の行政の他に流通系など
の協力企業、技術の提供者が連携
して実施されている。この複数の
主体は、地域貢献という点で一致
しながらも、民間企業には将来的
な事業化を見据えた独自の工夫
や、それぞれの計算が垣間見られ
た。持続可能なドローン利活用を
進めるためには、民間の知恵を積
極的に取り入れることが近道とな
りそうである。

（二村）

編集後記
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