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本講演録は、2017 年 12 月１日（金）に行われたシンポジウム「地方自治体のドローン活用

事例とその未来像について」の講演録になります。 

 

 

 

 

記 

 

 

【シンポジウム】地方自治体のドローン活用事例とその未来像について 

 

日時 2017 年 12 月 1 日 （金） 13:00 - 18:00（12:30 開場） 

会場 UDX THEATER［シアター］（秋葉原 UDX 4F）（東京都千代田区神田練塀町 15）  

定員 150 名 

概要 自治体におけるドローン活用について、各地の事例紹介、および今後の展望や 

未来像について語る。 

 

 

主催 一般社団法人 EDAC 

協賛 株式会社インフォメーション・ディベロプメント／株式会社リアルグローブ 

協力 株式会社コマンドディー／株式会社魔法の大鍋 

 

司会・進行 眞田佳織（フリーアナウンサー） 
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以上 
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01 「主催者挨拶」 

一般社団法人 EDAC 幹事 大畑貴弘 

 
 

EDAC 幹事 株式会社リアルグローブの大畑と申します。本日は EDAC 主催のシンポジ

ウム、「地方自治体のドローン活用事例とその未来像について」へのご来場ありがとうござ

います。総務省犬童様、JUIDA 鈴木先生、また、ご登壇をご快諾いただきました各社様、

また本シンポジウムへ協賛いただきました、株式会社インフォメーション・ディベロプメン

ト様、日ごろ EDAC の活動を支えていただいております会員の皆様方、この場をお借りし

て御礼申し上げます。 

 

ドローンがあれば、きっと何かができるはず 

 

さて、EDAC では設立以来、救える命を救える社会の実現を目指して、ドローンをはじ

めとした先端テクノロジーの、災害救急の現場での活用を推進して参りました。EDAC を

立ち上げてより、日本各地の地方自治体の皆様、また、消防機関の皆様とお話をさせていた

だく機会を多々いただいております。ドローンがあればきっと何かいろいろよいことがで

きるのではないかと。ただ、「どう使っていいのかわからない」というお声をたくさんいた

だいております。 
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一方で、ドローンメーカー様やドローン系サービスを展開されておられます方々からは、

やはり素晴らしい技術があるのに、現場で導入が進まないといった声をいただいておりま

す。ドローンへの需要も供給も確実にあるのに、何となくややこしそうであったり、前例・

事例がほとんどなかったりといったことが、ドローンの技術や普及展開を妨げる一つの壁

になっています。 

 

地方自治体の日常業務にドローンを取り入れる 

 

まずは、地方自治体の日常的な業務の中に、ドローンやそこに付随するシステムを組み込

んでいくために、ドローンを活用したまちづくりを EDAC とリアルグローブ、熊本県阿蘇

郡南小国町で始めました。日ごろから使っていないものを有事でいきなり使おうとすると、

なかなか難しいものです。EDAC の主たる目的は、テクノロジーで命を救うことでござい

ますから、この課題を解決するために、この南小国町では、街づくりという救急医療災害対

応よりは少し大きな枠組みで、日々の自治体の業務をテクノロジーで便利で円滑に、そして

省力化していくという取り組みをさせていただいているわけでございます。こちらの詳細

は後ほど講演させていただきます EDAC 理事長の稲田よりさせていただきますが、少しず

ついろいろなものが動き出していることを私自身強く感じております。 

 

ドローン活用は地方からはじまっている 

 

ドローンは主に地方からそのような活用が始まっています。南小国町以外にも日本全国

でさまざまな試みが立ちあがっておりますし、本日ご登壇いただく皆様はそれぞれの具体

的な、かつ先進的な事例・技術をお持ちです。それらを広く知らしめ、有事にも平時にも役

に立つドローンという便利な道具を、さらなる普及展開を図って、人口減少や高齢化、過疎

化といった、さまざまな課題を抱える地方自治体へのドローン活用事例とその未来像につ

いて、何らかの方向性が示せたらと考えております。 

 

長くなりましたが、以上で私からの挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。今日はよろしくお願い致します。 
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02 総務省 犬童情報流通振興課長によるご挨拶 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 課長 犬童周作様 

 

 
 

みなさんこんにちは。只今ご紹介いただきました、総務省情報流通振興課長の、犬童でご

ざいます。本日、EDAC 様・関係各社により、シンポジウム「地方自治体のドローン活用事

例とその未来像について」がこのように盛大に開催されることをお慶び申し上げます。 

 

技術の進歩のスピードと制度や人々の意識が変わっていくスピードの間にある大きなギャ

ップ 

 

本日入り口でドローンが色々と展示されていましたけれども、私は午前中にビッグサイ

トで行われている国際ロボット展に行ってきたのですが、そこでもドローンが展示されて

おりました。 

ドローンの技術が出てきてまだ数年ですが、ICT 関係の技術の進歩は本当にスピードが

速くて、技術の進歩のスピードを 100 とすると、それに合わせて制度が変わっていくスピ

ード、それから人の意識が変わっていくスピードっていうのは、たぶん 10 ぐらいだと思い

ます。だからこそ、こういう世界、特に ICT の分野の技術を活用することについては、躊

躇なく積極的に、やれる所はどんどんやっちゃえという考え方が必要かと思っております。 
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そのような中、総務省としては平成 27 年から IoT 実証事業というプロジェクトを展開し

ておりまして、その第一号として EDAC さんのヘカトンケイルシステムを実証していただ

きました。実証するっていうことは、継続していかなければ意味がないわけですが、EDAC

様の取り組みは、熊本県・大分県の方面でもどんどん展開が進んでおります。ぜひこのよう

な取り組みを全国的に横展開できるような、ドローンの開発、サービスの提供というものを

皆さんで考えていただければと思います。 

 

 
 

5G 通信、そして AI の時代とドローンとの連携 

 

技術は、どんどん進歩していきます。これはもう避けられない流れであり、これから特に

5G、移動体通信が第 5 世代になってくると、大容量の動画を 1 秒 2 秒で、なおかつ 1 キロ

平方メートルあたり 100 万くらいの端末、センサーが同時に通信できる、かつデータがリ

アルタイムで遅延なく送れるという時代が早晩到来します。それに伴い、人工知能 AI も進

化していきます。このような AI、5G、ドローンといった技術が連携していくことで、さら

なる可能性がどんどん広がっていくということが期待されております。 

 

人口減少、高齢化を支えるのは ICT、AI、ロボット 

 

是非このシンポジウムをはじめ様々な場で、ドローンをどう活用していくのか、特にこれ
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から本格的な人口減少社会、18 歳人口は 2015 年を 100 とすると、2060 年には 50 を割っ

てしまいます。それくらい若い人たちがいなくなる時代が早晩来るわけでありまして、それ

を支えていくのが ICT、AI、ロボットでもあります。皆さんで意見を交換し合い、新たなサ

ービスを作り、地域を支えるような、サービス・製品を作っていただければと思います。 

 

最後になりましたが、EDAC 様をはじめ、関係のみなさまのご活躍、本日ご来席の皆様の

ご健勝とさらなる発展をご期待申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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03 「ドローンを社会で活用するための課題と展望」  

 一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会（JUIDA）理事長 鈴木 真二様 

 

 
 

JUIDA 理事長をしております、東京大学の鈴木です。今日は EDAC 様、素晴らしいシン

ポジウムを企画していただきまして、ありがとうございます。EDAC さんは救急医療災害

対応ということで活動をなさっておられ、私ども JUIDA と相互入会ということで連携をと

らせていただいております。 

 

JUIDA 日本 UAS 産業振興協議会について 

 

最初に JUIDA のことも少しご紹介させていただければと思います。私ども正式名称を一

般社団法人 日本 UAS 産業振興協議会と言いまして、2014 年 7 月に発足、2017 年 12 月

現在では約 4000 ほどの会員・準会員になっております。 

 

当初ドローンをどのように使っていくかを検討しようと、安全ガイドラインの作成や試

験飛行場の開設などの活動しておりました。最近では、人材育成として、操縦の教習を行っ

ていらっしゃる様々な機関と連携して、JUIDA 認定スクール制度を創設し活動を行ってお

ります。認定スクールですけど、おかげさまで多くの賛同を得まして、現状 124 校、ライセ

ンス取得者は操縦技能に関して 3160 人。安全運行管理者証明書の発行数が 2795 になって
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います。また、私ども JUIDA、世界の様々な機関との連携というのも行っておりまして、

このような教育システムをお互い情報交換しながら高めています。 

 

今日、お話したいと思っておりますのは、安全なドローンの利用に関してであります。ご

承知のように最近、ドローンによる事故が増えてきております。ドローン利用が広がれば、

どうしても事故は起きてしまうものですが、増加する事故に対してどのように対応したら

いいのかという課題を業界全体が抱えております。 

 

 

航空分野における事故対応・安全対策へのルール作り 

 

私の本業は航空の分野でございますが、航空分野におけるルール作りというものは、

ICAO（国際民間航空機関）が、さまざまな国際的なルールを規定しております。事故調査

というのもその重要な国際的なルールの一つです。アメリカには国家運輸安全委員会、

NTSB という、日本では運輸安全委員会という組織がございます。事故が起きますと、徹底

的な事故究明によりまして、安全向上に役立てるというような活動をしているわけであり

ます。 

 

ひとつの例として、1996 年、アメリカニューヨーク、ジョン・F・ケネディ空港を離陸し

た TWA の 800 便、ボーイング 747 型機が、離陸直後、太平洋上空で、空中分解したとい

う事故をご紹介します。当初はテロやミサイル攻撃も疑われたのですが、2000 年に発表さ

れた事故調査報告書では、燃料タンクが爆発したという結論になったわけです。 

 

大切なのはこの事故調査報告を受けて、どのような変化が起きたかということでありま

す。こういった事故の調査報告書はその後の航空機の安全審査に役立てられます。NTSB（国

家運輸安全委員会）の報告を受けた FAA（アメリカ連邦航空局）は、航空機の審査要領を

改訂し、燃料タンクの爆発を防止するための新しい策を求めました。2008 年 11 月に発行

され、この改訂を受けて現在日本で開発が行われております MRJ（リージョナルジェット）

では燃料タンクに不燃ガスを充満させるという新しい安全な燃料タンクシステムが採用さ

れています。MRJ、開発が手こずっているところもありますけども、こうした新しいレギ

ュレーションにも対応していく必要があり、そういう課題が航空機の世界ではあるわけで

す。事故調査の目的は、再発防止です。責任を求めるということではなく、再発防止ですの

で、FBI など他の機関に優先権を持っているわけであります。 
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ハインリッヒの法則と安全報告制度 

 

もう一つ安全について私ども考えなければいけないのは、皆さんよくご存じかと思いま

すが、ハインリッヒの法則です。一つの重大な事故の背景には 29 のさまざまな軽い事故が

あって、さらにその背景には 300 もの「ちょっと危なかったな」というようことが存在す

ると言われております。このハインリッヒの法則をいかに活用するのかということが安全

を確保する意味で非常に重要なヒントになっております。 

やはりアメリカの例ですけども、FAA とアメリカの NASA が 1976 年に「危険と感じた

り、安全上不具合があったということに対して、非懲罰的な安全報告制度、つまり、罪は問

わないので報告してくださいという制度を制定しました。ICAO ではこうしたシステムを各

国に要求しています。 

 

我が国でも、航空局が航空安全情報自発報告制度を制定し、2014 年から VOICES という名

前で運用が開始されております。航空に関わる、もちろんパイロットはそうですが、整備士

も、管制官、空港関係者、こうした人たちが航空に関して「ちょっと危なかったな」という

ことがあったら、これは責任を問わないので報告しましょうということで、データを集め、

それを横展開しているということであります。 
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無人機の事故調査報告・ヒヤリハット情報をドローンの安全管理のために収集 

 

私ども JUIDA では、そうした視点から検討していることがございます。一つは全国に存

在します認定スクールのネットワークを通して事故情報を収集するということを始めよう

と思っております。日本でまだ無人機の事故調査報告、これを実施するような機関は存在し

ませんが、少なくとも事故の情報を集めて、それを教育プログラムに反映させようと検討し

ております。 

 

もう一つはさきほどのヒヤリハット情報です。これは個人や所属などを特定することな

く、データを集めて安全を阻害する可能性のある要因というものを共有するということが

目的であります。これは会員の皆さんの一層の安全性向上に貢献するということで期待で

きますし、さらにこの分析結果を広く公開することによって、ドローン全体の安全の改善に

役立てたいというふうに考えております。 

 

 

新しい技術が社会に導入されるときに考えなければならないこと 

 

 
 

最後にこうした新しい技術が社会に導入する際に考えなければいけない点についてお話し

たいと思います。過去においても、様々な新しい技術が我々の社会に入ってこようとすると
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き、政策的に「危ないからブレーキをかけよう」という動きが当然あるわけです。それが技

術の発展を阻害したと言われている例がございます。19 世紀末、自動車が使われるように

なったときに、イギリスでは「赤旗法」という法律ができたそうです。自動車の前に人が歩

いて、赤い旗を掲げなければいけないという、こういうことを要求したわけです。これでは

自動車の普及に大きなブレーキをかけますし、イギリスが自動車産業において遅れをとっ

てしまった要因になったということが指摘されております。 

 

また逆に、政策的な誘導が新しい技術の発展に寄与したという例もございます。第一次世

界大戦が終わって、軍用の飛行機は無用の長物になったわけです。戦渦になったヨーロッパ

では、鉄道網道路網が破壊されましたので、いち早く航空輸送事業というのが立ち上がりま

した。いわゆるエアラインというものがヨーロッパで生まれたわけです。一方アメリカは戦

場でもありませんでしたし、当時鉄道網が整備されている時代でしたので、この危なっかし

い飛行機を使おうという人はなかなか現れなかったわけです。飛行機は唯一、曲技飛行の見

世物として使われていたという時代だったわけです。これでは航空機産業は大きくヨーロ

ッパに遅れをとるということを懸念したアメリカは、郵政省が中心になり、郵便を届けるた

めに飛行機を使い、都市間を飛行機で結ぶ事業が始まり、これを政府が支援しました。この

結果、アメリカでは航空機産業というものがご存知のように、今、非常に大きく花開いてい

るわけであります。 

 

ドローン、まさにこれから社会の中に入って来ますが、様々な安全上の課題を抱えている

というのも事実です。これからどう育てていくかというところで、政府と一緒になって、私

どもも検討していきたいと思っております。 

 

以上で私の話をこれで終わらせていただきたいと思います。このシンポジウム、皆様の発

表が、ドローンの未来を築く上で大きな、エポックメイキングな会合になるということを期

待しております。どうもありがとうございました。 
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04 「地方自治体のドローン活用事例とその未来像について  - 熊本県阿蘇郡南小国町の 

ドローンを活用したまちづくり」  

一般社団法人 EDAC 理事長 稲田 悠樹 

 

 
 

ただいまご紹介いただきました、EDAC 理事長の稲田と申します、よろしくお願い致し

ます。本日はお忙しい中たくさんの登壇者様およびご来場者様にお集まりいただきまして、

まことにありがとうございます。実は、私自身こうしてスーツを着て人の前に立つことはあ

まりなく、基本的には現場に行ってドローンを飛ばすというのがメインの役割として日頃

動いております。ゆえに自分の中でスーツがしっくりきていない部分もあるのですが、よろ

しくお願いいたします。 
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救える命を救える社会の実現 

 

 

もともとの EDAC の始まりは、救急医療の分野で様々なテクノロジーを活用した取り組

みができないかが始まりです。例として心停止の場合、心臓が止まってしまった場合助かる

までの要素が 4 つごいます。 

 

この内容は、ドローンの話とは全然異なるのですが、図の一番左側が、「予防」です。心

停止を予防することは、ご本人ががんばらなくてはいけないところです。 

その次に、もしも心停止が起きてしまった場合は「早い 119 番通報」と、「早い心配蘇生と

除細動」が必要です。この心肺蘇生や AED での除細動などは、周りの方の処理が必要です。

最後にプロ、「救急隊や病院での処置」は、プロフェッショナル、医療にかかわる方や消防

の方が、携わる分野です。私達が問題視したことは、先に説明した 4 項目の真ん中二つ（「早

い 119 番通報」と、「早い心配蘇生と除細動」）を、日ごろ意識していない一般の方がやらな

ければいけないということです。その一般の方の負担をテクノロジーの活用によって解決

できないか、テクノロジーを使うことで「一般アマチュアのセミプロ化」を実現することが、

IoT やドローンを使ってできないかというのが EDAC の始まりでございます。 

  



17 
 

 

 

まず 119 番通報に関しては、IoT、いま皆さんスマホ持ってらっしゃいますけど、今後出

てくるウェアラブルを活用し、様々なデバイスによって通報の簡略化ができます。早い除細

動に関しては、ロボット・ドローンなど、様々な機器を使って解決できるのではないかとい

うのが始まりでございます。その要素というのを切り出したものが図表の 1～6 です。それ

をドローンも含めロボットも含めそれぞれシステム化していくことをビジョンとして活動

しております。 左上から右下の 6 までが、通報から病院に収容されるまです。中身によっ

てはドローンが入ってないものもございます。単純に IoT の領域の話もありますし、ドロ

ーンとの連携というのも入っております。 早く気付く、早く見つける、早く的確に判断す

る、早く現場に届ける、早く的確に処置する、早く病院に運送する、搬送する、という 6 個

の項目を連続させていくというのをビジョンに、昨年度の総務省様からの実証実験を含め

て、実施しております。EDAC の領域として、実証も現場も普及展開も全て実施いたしま

す。そして自分たちで行ったものを展開して行きます。 
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EDAC の過去の取り組み 

 

 

取り組みの具体的活動としましては、昨年度、総務省「IoT サービス創出支援事業」のご

支援の元、実証実験を行いました。これは後ほど一つずつお話させていただきます。それ以

外には、講習会、「熊本地震 100 日史」といたしまして、実は私熊本に今まだ在住しており

まして、熊本地震の際も熊本におりました。そのつながりがありましたので、熊本地震によ

って民間・医療・行政の３つの視点で何が行われていたのかを知るイベントをさせていただ

きました。 

 

 また、その実証実験をもとに、マラソン大会の救護班と連携して急患を探すというものを

行いました。そして講習と災害と救急に関して IoT のシンポジウムを行いまた。そしてつ

い先日、南小国町とドローンの活用の協定を結び、導入支援の事業を行っています。実証実

験では、先月、JUTM というドローンと航空管制をする実証実験がございまして、こちら

の方にも参加をさせていただき、災害地点の捜索について航空管制と連携をした実証とい

うのを行って参りました。 

 

この中から深くお話させていただくものとしては、総務省「IoT サービス創出支援事業」

の実証実験に関しまして、さきほどお伝えした 6 個のフェーズの中の上段 3 つ（早く気付



19 
 

く、早く見つける、早く的確に判断する）を行いました。下段３つに関しては今後行って参

ります。まず既存の緊急時は、異常が発生して 119 番をして、状況のヒアリングと同時に救

急隊などが駆けつけるというのが既存の通報から出動なのですが、今回私たちは山岳での

救助という設定で実証実験を行ったのですが、別途追加したものが、ドローンおよびシステ

ムとの連携でございます。通報時に音声情報プラス位置情報、GPS を使った位置情報の取

得を行い、その場所に向かって捜索をする、そこから傷病者を発見し、そのもとに救急隊を

誘導、そして傷病者に救助隊が接触、そしてドローンで見つけるのが終わりではなく、「救

急隊が傷病者と接触する」というところまでを計測しております。 

 

実際におこなって感じたことは、ドローンの映像をライブ配信しました。今までは音声で

しか現場のほうにやり取りできなかったものが、現場は本部側で見えるということに非常

に意義がありまして、「そっち側に傷病者がいない」とか、「GPS の情報がずれたところに

行ってる」というのが、外から指示が出せるなどです。 

 もしくはドローン自体が、「のろし」の代わりとして、実際に映像の転送よりも、ドローン

の下に傷病者がいるという物理的な目印として、救急隊の方からは非常にわかりやすいと

ご意見を頂きました。それは実際に想定してなかった結果ではあるんですが、そういったも

のが様々なノウハウとして出て参りました。その結果、ドローンアリとナシそれぞれ実証、

タイムを計ったのですが、ちょっと回数が少ないので一概には言えないですけれども、4 回

ずつ行った結果に関しては、約半分近い時間短縮ができました。実際、消防隊、捜索隊から

は見えないけどすぐ近くにいたという場合もありましたので、そこに関してはドローンの

のろしが非常に有効でありました。その現場にどうやってたどり着けばいいかわからない

という状況を、「ドローンが一旦救急のもとに戻ってドローンについてきて」と、ナビ代わ

りに利用するなど、様々な現場のやり取りの中から生み出し、そういった現場での役立った

利用方法を、仕組み化して安定的に伝えていくことによって、もっと効率的にできていくの

ではないかと思っております。 

 

しかし、このケースでは、実証実験でしたので、実際に現場での運用というのも行っており

ます。それが、マラソン大会での実際の運用です。 
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マラソン大会におけるドローンと救護本部との連携や、ドローン管制 

 

 

 

 まだ現状の法令も含めて、街中でランダムに起きる心肺停止などには中々導入しづらい

部分がありますので、マラソン大会であればルートも設定できますし、今まで過去どこで、

何キロ地点で、倒れる方がいらっしゃるなど様々なデータがありますので、ある程度の予測

がたてやすいという環境があります。様々なマラソン大会と連携をし、マラソン大会の救護

班の方々と連携をさせていただいております。実際のドローンの様子を救護本部でライブ

配信を行いまして、現場はどうなっているのかを救護本部で見ていただいております。 

 

 そして先日、実証実験と致しまして、JUTM、ドローンの航空管制との連携を行いました。

ヘリが飛ぶエリアと他のドローンが飛ぶエリアなどが策定されまして、そこをよけてどこ

を飛ぶというのを選定し、飛行するという実証を行っております。  実際に、津波が来て、

そこに取り残された方を捜索するという設定のもと、システム側の連携しその管理の元で

ドローンを飛ばしております。 

その他の活動としましては、お子様向けのドローンの体験会を、熊本赤十字病院様のイベン

トにて実施や、企業や自治体の方々向けにセミナー、講演なども行っています。 

実証と実装、そして講演などのお伝えするというところまで、活動としては行っております。 
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ドローン は地方から始まる 

 

 

 

 そしてこれからに関しましては、今回シンポジウムのタイトルであります、地方というの

が入っております。救急医療や災害対応とは少し軸足がずれる話になのですが、ここは非常

に重要なことだと思っておりまして、「災害時には、日常使っていないものは扱えない」と

いうのが私どもの考えでございます。そこに関しまして、私自身の体験とも重なるものがあ

り、冒頭にお話しましたように私自身、いま熊本に住んでおります。熊本地震を体験した一

人でございます。ドローンのパイロットとしていろんな撮影とかも行っていましたので、災

害の調査などのご依頼がいただけるんじゃないかなと思っていたのですけれども、実はそ

うでもなくて、ある程度時期がたってでした。やはり事前の調整や、ご理解いただくクライ

アント様や、運用してニーズがある方のご理解が非常に重要でして、そこのやり取りに非常

に時間がかかったというのがまず一つでした。ニーズの種類としましては、ちょっとしたニ

ーズが多数ありました。たとえば自分の家の屋根を見てもらいたいとか、ほんの数分の飛行

で済む内容のものでした。細かいニーズ、大きいニーズというのも変ですけれども、ドロー

ンの飛行自体はものの数分で終わってしまうものなどが、要望は、細かく多数あります。そ

れとは逆に、長期かつ大規模な被害の現場もあります。例えば南阿蘇鉄道という鉄道が、阿
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蘇大橋っていうところの近くにあるのですが、その調査を県外のドローンパイロット複数

名と行いました。ただ長期間になってくると、パイロットサイドの負担というのも非常に大

きくなってきますし、県外からいらっしゃる場合、自分の地元での仕事と被災現場での調査

の依頼というのが非常に悩ましいところになってきます。長期間いたいけれどもやっぱり

生活もあるし、戻らなければならない、次の仕事もある、というボランティアと仕事のバラ

ンスが、非常に難しくなって参ります。プラス外部のパイロット、私どもは熊本にいてドロ

ーンのことはある程度理解してましたので、外部のパイロットの方に関しても、あそこに行

くためにはこういうルートで行けばいいよとか、そういうパイロットにもアドバイスとい

うか、安全管理も含めてお話することができましたので、現地サイドでの理解が必要で、外

の方にも理解いただくという、なかと外の理解と連携が、非常に重要になってきます。日常

的にドローンの利活用、ドローンに理解いただいている方というのも総数増えていくこと

が非常に重要ではないかなと思います。 

 

 そもそも災害時にフェイスブックとか SNS が、情報の、状況を知ることに役立ったって

いうことは、皆さんが、スマホを持ってるからに他ならないと思います。基本的にドローン

やテクノロジーに関しても、理解いただいている、深くは使えない、でもある程度はわかる

というのが非常に重要ではないかなと感じております。 

 

 そういったことがありまして、ドローンの活用に関して、日常化させていく、テクノロジ

ーに関しても日常化させていく必要性を感じております。ただ、ドローンに関しては、いま

法令、例えば都市部では運用が航空法上規制されておりますし、IT だけでは解決できない

課題がやはり現場にございます。今まではパソコンとかでいろんな情報がパソコン一つス

マホ一つにまとまってきましたけれども、そこに入りきれない情報というのがやはり地方

にはたくさんございます。そういったものを活用できる現場がございますし、電波の問題で

や、天候、ビル風、外の風、あとはそういったものを情報と連携して安全に運用するノウハ

ウっていうのが、やはり地方ですと行いやすいというのがございます。これから地方で日常

化させていくというのが非常に重要ではないかと思っております。その結果、災害や救急医

療に関しても使っていければということを想定しております。 

 

 こういった内容で私ども実証実験をしているものですから、ご相談をいただくんですけ

れども、ドローンを活用した災害対応というところからご相談いただくことは非常に多い

です。ただ、そこに際してなかなか予算化しにくい、探りづらいし、成果を見せづらいとい

うことがありましたので、緊急時だけではなく有事、平時を含めた横断的なプランというの

をご相談させていただいております。その結果今回の南小国町との協定というのがござい

ます。こちらは、「災害協定」ではなくて、「日常も含めたドローンの利活用での協定」とい

う内容にもなっております。日常的にも使っていただき、その結果緊急時災害時でもご利用
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いただくという内容になっております。 

 

 
 

南小国町での、共同で行っているドローン活用の取り組み 

 

 南小国町のご紹介ではあるんですけれども、私自身も熊本に住んでいるのでよく知って

いる場所ではあるのですが、今日は東京の方々とかだと思いますので、ご紹介させていただ

きますと、主要の産業と致しましては、農業、林業、観光業という、つまりよくある地方自

治体す。総人口は 3892 人で、平均年齢は 51 歳。65 歳以上が 32％、人口密度がキロあたり

38 人。逆に私それぐらいかなと思っていて、逆に東京の数値（6015 人）を調べてたくさん

の方がいらっしゃるんだなと驚いたところです。南小国町ではご存知ないかもしれないで

すが、黒川温泉は、ご存知の方が、いらっしゃるのではないかなと思います。非常に有名な

温泉地がある街でございます。あとは高原、山の上にある草原地帯が多くありますので、非

常に通り抜けた草原がある環境でございます。メインの産業として高冷地の野菜、杉、ヒノ

キ、林業が盛んな町です。こういった町の方とお話していく中で、様々な提案、やり取りを

する中で非常にドローン活用したいという、私どものご提案からの意見、それぞれを混ぜた

ところでこういった内容はどうかというのが出てきました。その中で全ては今年度実施し

ませんで、青色で塗ったものを今回先んじて行うというのを想定しております。鳥獣害、観

光の映像、教育です。ちょうど南小国町で、タブレットが、各学校に配備されますので、そ

れも含めたドローンのプログラミングや、ドローンの操縦体験、放牧、野焼き、あと様々な
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ドローンに関する講習会、あとは災害対策というのも行います。 

 具体的にどういう図かといいますと、青色が平時の活用です。オレンジ色が有事の活用と、

二面持つという想定でございます。その二面の活用をして、そのデータが、町のシステムに

集まってくる。それによって平時、どこがどういった状況なのかなっていう情報が収集され

ている状況を作り、その結果、災害時との変わった様子というのが、見えるようにするとい

うものを、今回南小国町との連携において行って参ります。 

 

 

 

 新たな今後の取り組みと致しまして、このような、南小国町のような事例というのがたく

さんございますし、ニーズが様々あると思いますので、様々な自治体の方であったり、法人

様と一緒にそういったそれぞれのニーズにあわせた構築というのをしていければいいなと

思っています。もちろんドローンに関して全てのことを私どもできるわけではございませ

んので、様々な企業様にご相談させていただき、推進していければいいかなというふうに思

っております。詳しくは配布しております資料の中に入っておりますので、そちらをご覧い

ただければと思います。本当に多様なニーズ、多様な現場というのがありますので、多くの

ドローン関係者様、IoT やシステムの関係者様と一緒に、日常的に使われるシステム、そし

てそれによって緊急時災害時に使えるシステムや運用方法っていうのを構築できるように

なると思っております。 
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最後になりますが、会員様も募集しておりまして、様々なこのようなイベントや情報をお

伝えさせていただければというように思っております。そちらは、HP からお気軽にお問い

合わせいただければと思っております。 

以上で私のお話は終わらせていただきます。ご清聴まことにありがとうございました。 
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05 「災害対応分野におけるドローン活用の取り組み」  

株式会社ブイキューブロボティクス 代表取締役社長 出村太晋様 

 

 
 

みなさんこんにちは。ブイキューブロボティクス出村と申します。今回ですね、災害対応

分野におけるドローン活用の取り組みということで、少しお話させていただければと思い

ます。 

 

まず私どもの会社のご紹介からさせていただきますと、ブイキューブロボティクスとい

う、2015 年 10 月に設立された企業で、まだ設立 2 年の非常に若い会社です。提供してい

るのは、ドローンを活用した産業向けのソリューションサービスでして、ドローンで撮影し

た映像を、遠隔/複数拠点間でリアルタイム共有し、コミュニケーションをとることが出来

るサービスでございます。 

我々が実現していきたいことは、効率化をしていくというのは当然のことながら、それだ

けではなくて、その行動化、業務自体をロボティクス技術を使って行っていく。それが質、

量、頻度ともに、加えて先進化、これはもう誰もやったことがないこと、これまでに見えな

かった方向・角度から取り組んでいく、ということです。 

 

加えて安全性、人為的なミスを減少させる、これはドローンというのは人が飛ばしている

ものですので、人が飛ばしている限りはいろんなミスが起きてくる。もしくは人為的なミス、
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判断ミスによっていろんな事故が起こることも当然ございますので、こういったものを減

少させていくとことにトライしています。なので我々は単に効率化をしていくということ

ではなくて、技術の活用によって、業務自体を抜本的に変革していくということを考えてお

ります。 

 

 

災害対応、設備点検、警備･監視という３領域に特化 

 
 

たとえば、我々が行く方向ってこんなものだよということをご紹介したいと思います。特

に災害対応、設備点検、警備･監視という３領域に特化して、展開していくということを考

えています。後ほどご紹介しますけれど、我々、完全自動運用をするドローン基地を持って

おりますので、たとえばツールですとドローンでできないリアルタイムの映像のコミュニ

ケーション、リアルタイムに映像を配信するだけではなく、システム上でコミュニケーショ

ンまでできるものや、画像認識解析のサービス、設備・点検系であれば点検地帯を自動化し

てしまうということであったり、もしくは映像情報ではないセンサー系のものであったり、

外部センサーとの連携であったり、当然この基地、設置ものですので、これを複数連携させ

るというものがあります。 

 

法面（※切土や盛土により作られる人工的な斜面のこと）の点検も、ドローンの映像と、

通常土木点検をしていらっしゃる点検員の方に会議室に集まっていただき、ドローンから
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の映像を見ていただいています。リアルタイムで画面を共有していますので、共有しながら

「もうちょっと右いってよ」とか「左いってよ」とかですね、指示を出しながらコミュニケ

ーションしながらやるわけですけれども、通常の目視点検とまったく同じことができるか

どうかという実証実験をしたんですね。たとえば、ブロックが割れているか剥がれているか、

もしくは土砂が堆積しているかというような、通常の目視点検でやれるものというのは、基

本的には全部ドローンからの映像でできますよということがわかります。加えて、さらに引

いた場面、もっと引いて見えませんかと。法面点検ですので、通常は重機で人が登ったり、

上からロープで下に下りてきてみるわけですから、いわゆる引き映像自体なかなか見れま

せん。ところが、ドローンを利用すれば、その俯瞰映像が見えるわけです。 

そういったものをご提供していくというところから始まり、たとえばさっきお話をした

完全自動運用ですね、自動離着陸、自動充電、そしてデータリンクができるという。これが

プログラムしたタイミングで毎日 3 時に自動的にドローンが飛び立って、たとえば A 地点

B 地点 C 地点に行って A 地点に戻ってきてくださいよと。取得したデータは着陸したタイ

ミングでデータをクラウドに流して、分析をかけていくということが可能なソリューショ

ンになります。こういったソリューションがあれば、たとえば遠隔地、もしくは危険地に人

がいく必要すらなくなっていくというようになっていきます。 

 

さらにこちらの全自動のものの上に、こういった画像認識系のサービス、これは太陽光発

電施設の点検のサービスのプロットタイプなんですが、壊れているところが赤くスポット

がきていると。セル単位、もしくはパネル単位で認識をしますので、どこにどういう壊れ方

をしているかということを、レポートまで含めてやっていくというようなものを展開して

いくということをやっております。 
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災害対応における仙台市とのドローン活用の取り組みについて 

 

そんな中で特に災害対応では、仙台市さんと、ドローン活用の取り組みを行っております。

仙台市さん、ご存知のとおり東日本大震災で大きなダメージを受けられた自治体です。それ

を踏まえて防災・減災に新しいテクノロジー、特に人が関わらずにできる、人を危険に晒さ

ずにできる取り組みを行っておりまして、我々はそこに継続的に参画をしております。 

 

2016 年 11 月に行った津波非難広報の実証実験では、ここは人が飛ばしながら上空から

非難広報をしたらどのくらいの範囲に聞こえますか、というところだけやりました。「津波

避難広報」というのは震災の際に人がやっていたもので、人が車で避難広報をしていたとき

に亡くなった方がけっこういらっしゃったということを踏まえて、こういう自動化をでき

ないかということから始まったものです。この時点では単に短い距離でやっていたものを、

これを少し進化させまして、冬の段階では雪山での避難捜索というところで、今度は LTE

回線を使ってセルラードローンという形で進化をしたもの。これを自動運行で人を探せる

というところまでやっていくというところで、このタイミングでは映像情報だけを LTE 回

線でやっていたんですが、2017 年春には、緊急時の医薬品輸送ということで、完全にドロ

ーンのコントロールも LTE 回線も使って行っていく、なおかつ自動的に人が行けない場所

にドローンがモノを運ぶという実証実験を行いました。この際にはドローンに積んだ医薬
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品を受取人へ、当然医薬品ですので誰でも受け取れるわけではございませんということで

ございますので、それを認識した上で提供していくというようなことを行った実験でござ

います。この取り組みがどんどん進化をしていく中で、実際に防災・減災ということに対応

できる標準の雛形ができてきつつあるというのが現状かと思います。 

 

これから我々がやろうと思っているものというのが、最初にお話をした津波避難広報、こ

れを完全に自動化をしますと。LTE 回線を使えば、ドローンが遠距離まで飛べますので、

たとえば避難広報をやる人間が全く必要がなくなる。本当に被災した際に誰も危険に晒す

ことなく避難誘導ができる。そういった防災・減災に対して本当に役に立っているソリュ

ーションというものを標準化していく、そして展開していくということをやっていきたい

と思っております。 

 

こういった取り組み、これからも継続して行って参りたいと思いますので、ご一緒できる

方、もしくは我々のソリューションに興味があれば是非ご連絡いただければと思っており

ます。私からは以上になります、ありがとうございました。 
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06 「エアロセンス株式会社の取り組みご紹介」 

エアロセンス株式会社 取締役 COO 嶋田 悟様 

 

エアロセンスの嶋田です。このたびは貴重なご機会をありがとうございます。私のほうから

エアロセンスの会社の概要と、この今回のトピックに関連した内容をご紹介させていただ

きます。 

 

 
 

空から社会を支える技術 

 

まず空から社会を支える技術というキャッチフレーズなんですけれどもですが、品川駅

をご利用される方がいらっしゃれば、ご覧になったことがあるかもしれませんが、品川駅に

ソニーのブースがいつもあってですね、11 月末まで、我々のドローンが展示されておりま

した。そのときのキャッチフレーズが、空から社会を支える技術というものです。我々はマ

ルチコプタータイプのドローンと、VTOL タイプのドローンを開発している会社になりま

す。エアロセンスはソニーと ZMP の合弁会社でございまして、どちらも地上のロボットを

昔から行っており、今回エアロセンスというのが、空を飛ぶロボットとしてのドローンとい

うことで、コンシューマー向けではなくて、BtoB のビジネスとして、2015 年から事業を行

っております。 
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エアロセンスの特徴と事業領域について 

 

エアロセンスはドローンを自分たちで作っておりますので、それを自らサービスとして

提供する場合もありますが、どちらかというと我々はメーカーだと思っています。自分たち

のパッケージング化したソリューションをお使いいただき、ユーザー様自身がサービスを

展開していくのを、技術で支えていくところを目指しているのが我々の大きな特徴です。 

 

事業領域としては、大きく測量・点検・輸送・有線の 4 つがありまして、測量の部分と点

検の部分、今回特に関連する輸送の部分、あと最後に有線。この有線というのは、優先給電

を下からして、光ケーブルもそこに繋げて、4K のリアルタイム動画中継していくところを

やっております。ソニーさんがブロードキャスティングのところで独占的なシェアを持っ

ていらっしゃいますので、そのパイプを使いながらどんどん利用を広げていこうというこ

とが有線です。 

 

 
 

エアロセンスの海外・国内のドローン活用事例 

 

次に輸送のところですね。我々がやっているのは大きく２つございまして、まず海外では、

JICA（ 国際協力機構）のスポンサーをもらって、ザンビアでザンビア保健省さんと一緒に

VTOL やマルチコプターを使った検体の輸送をやろうとしています。このプロジェクトで
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は、大きなたくさんのものをドローンで輸送しているわけではありません。やはりそれは技

術的に難しいのもそうですし、危ないというところもネックになります。なので今回は検体

のようなもの、もしくはワクチン、薬などあまりかさばらず重くないものの輸送にドローン

が使えないかというものです。ただし、検体は生ものですので、時間がすごく重要だと。検

体の輸送時間の短縮にドローンを使えるんじゃないかと。 

 

特にザンビア、サブサハラアフリカ全般に言えますけれども、道路インフラが整備されて

いるわけではないので、地上を這って行くよりは空で一直線に飛ばすと検体でも時間内に

届けられる。そういったところを目指してやっているのが海外での事例です。 

 

国内に関しては、２年前くらいから、製薬メーカーの MSD 株式会社、アルフレッサ株式会

社と一緒に医薬品の取り組みを行っております。日本ですとインフラが整っていますので、

どちらかというとそういったインフラがなかなか使えないであろう災害時を想定した、医

薬品の配送実証っていうのを続けています。 

 

実証実験は北九州市で行いました。北九州市は坂が多くて、そういった坂の上にけっこう

高齢者さんが住んでいたりして、そういった人たちに緊急的に何かを運ぶっていうような

時にですね、たとえば災害時に道路が塞がってしまったようなときにドローンが有効なん

じゃないかといったところで、北九州市さんがそういう問題意識を持っており、実証実験を

行いました。 
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VTOL 機の大きな特徴と今後について 

 

VTOL、なかなか世の中にないものなのです。石垣島と竹富島５キロを結んだ離島間の飛

行実験も行っております。VTOL の大きな特徴は固定翼なんですけど、垂直で離着陸でき

るので、比較的場所を選ばずに、フラットで周りに邪魔なものがなければそこで垂直離着陸

できるところが特徴で、スピードが速いところですね。我々のものですと、時速最大 130 キ

ロ、巡行でも 100 キロ。飛行距離は 30 キロ程度カバーできるんですけれども、これを 100

キロにのばしていきたいということで、いろんな解明をしているところです。バッテリーが

それだけ良いものがあれば話が早いんですけれども、なかなかバッテリーは、まあ進歩しな

いですね、残念ながら。 

 

以上でエアロセンスの取り組みのご紹介を終わります。ありがとうございました。 
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07 「地方創生に最適！21 世紀の新スポーツ『ドローンレース』の世界的隆盛と 

エンタメビジネスとしての可能性」                            

一般社団法人日本ドローンレース協会（JDRA） 副代表理事 横田淳様 

 

こんにちは。日本ドローンレース協会の横田と申します。今日はですね、僕はドローン×

エンタメという視点でお話させていただくんですけれども、これがどう地方創生に繋がる

のかっていうところをお話ししたいと思います。 

 

 
 

ドローンレースとは 

 

ドローンレースというのは、僕、今日持ってきているんですけど、一から、パーツから全

てを買って組み合わせて、ハンダゴテをして組み上げた機体で行われているドローンレー

スであります。実際ドローンレースってどういう映像が見えているかというと、ドローンの

上にアクションカムという HG のカメラを乗せて撮影しております。ドローンのスピード

は時速 100 キロ前後ですかね。いま、速いドローン、アメリカのほうで作っているらしい

んですけど、250 キロぐらいまで出すスピードドローンも出てきています。 

 

11 月 12 月に、福島県と経済産業省に後援いただいてやったドローンレースがあるんで

すけれども、小さい、わずか手のひらに乗るくらいの 25 グラムの小さいドローン、マイク
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ロドローンレースを開催いたしました。３台同時に飛行して、それぞれ周波数を分けて、そ

れぞれゴーグルをして、どのドローンについているカメラの映像をもとに操縦しています。

また、先週は、世界でも初めてになる障害物ドローンレースを行いました。どんなレースな

のかというと、たとえば動いている風車をくぐったり、これ何をイメージしているかという

と、昔 TBS さんであった SASUKE。筋肉マッスルな人たちがいろんなところをよじのぼ

ったりとかして、そういうのをクリアするミッション型のレースをドローンで行いました。 

（子どもの間近までドローンで迫る動画を見せながら）そのほかには、愛知県さんと一緒

に行った、夏休みの子どもと親子 300 人規模の教育イベントを、我々ドローンレース協会

でやらせていただきました。 

（マイクロドローン飛ばしながら）大体こんな小さいドローンです。これね、落ちてさわ

っても問題ありません。実際にいろいろやミートアップやカンファレンスだったり、お偉い

人が来るイベントなどでもこれを飛ばしてですね、市長さんの顔に近づいたりとかできる

ぐらいやっています。 

 

こういったマイクロドローンの小さいものから大きいものまで障害物ドローンレース

とかですね、時速 200 キロが出るドローンレースだったりとか、さまざまな形のドローン

レースをやっております。 

 

今、時速 150 キロ前後くらい出るドローン、スピードドローンでのレースが世界中で流

行してます。仕組みとしては、いま僕がかけているようなゴーグルで、ドローンについたカ

メラのからの映像を見ながらパイロットがドローンを操縦します。ドバイで行われた世界

大会では、15 歳の子どもが優勝して、賞金約 3000 万円を持って帰りました。こういった若

い子どもを中心として、もちろん上は還暦を超えたおじいさんまで参加しているのがドロ

ーンレースの特徴です。ドローンのテクノロジーや新しい視点、映像などをうまく使って、

音楽や LED などと組み合わせて、うまくコラボレーションしてエンタメ性を出すというこ

とを目指しながら、スポーツとしてのドローンレースに取り組んでおります。 
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ドローンレースでの町おこしの可能性 

 

端的に言うと、レースの開催場所を我々はとても欲しております。ドローンレースってこ

の大きいドローン、500 グラムくらいあるんですね。これが時速 200 キロで飛んできまし

た、顔にぶつかりました、これ痛いです。とても痛いですし、非常に危険です。なので気軽

に飛ばすことはできないですし、それなりの安全対策、ネットを張ったりとか、そういう必

要も出てくるわけで、すごい高コストです。 

そういう予算的な問題もあって、さまざまな地方自治体さんから、町おこししたい、PR

したい、集客したい、いろんなお話をいただく中で、ドローンレースというコンテンツ、我々

がやっている障害物ドローンレースとか、小さいドローンレースとか、そういったものをう

まくマッチした場合に我々のほうもいろいろサポートさせていただいております。 

 

今年は 2017 年 7 月に仙台市さんと一緒にジャパンドローンナショナルという日本の大

会では最も大きい国際レースを行わせていただきました。たとえばハウステンボスさんで

のレース開催では、日本ではじめて夜間でドローンレースを開催したんですけれども、大体

来ていただいたお客様 3000 人超えました。ただ、もうひとつ面白いのは、ライブ配信を行

い、その視聴者が大体 10 万人ほどになりました。レース翌日には、この当時は 2017 年 2

月くらいだったので、そのあと「スッキリ！」などの地上波のテレビニュースに 30 分くら

いまとまった形で特集してもらいました。電通さんによると、1 億円とほどの広告価値があ



38 
 

ったと試算いただきました。 

 

他にも、たとえば島根県出雲市のショッピングセンターでドローンレースやりました。こ

こは過疎地でもあって、人がなかなか集まらず、ドローンを使って、うまく集客をしたいね

というご要望をいただき、ドローンレースをまず最初に開催いたしました。その後、ドロー

ンの継続的な学習塾のような形で、ドローンに関する勉強会や情報交換の場を集まった

方々が自主的に今開催して、定期的なイベントを開いていらっしゃいます。 

 

あとは、福島県浪江町、ご存知の通り震災の被災地ですね、最近ようやく解除命令が、帰

宅困難エリアが解除されて、ようやく今人がぽつぽつ戻ってきている状況です。この「十日

市」っていう祭りが、伝統のお祭りであるんですけど、はじめて地元で開催できたんですね。

そういった中でドローンという新しい、子供でも大人でも誰でも初めてでも楽しめるドロ

ーンイベントとして、障害物ドローンレースっていうのを、今回福島県で使わせていただき

ました。実際に来ていただいた子どもたちも、久しぶりに地元に帰ってきて、新しいドロー

ンにふれて楽しんでもらって、すごい良かったなあと思っています。 

 

 
 

全国 47 都道府県でドローンレース開催とＤリーグ構想 

 

最後にちょっとお話しておくと、告知をしておくと、いまこの TINY SHOOP マイクロ
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ドローンレースっていう、わずか 25 グラム、手のひらに乗るくらいのレース、これを全国

で開こうとしていて、まず今年は、12 月 3 日にドローンビレッジという千葉県八千代市、

今年最後に、12 月 27 日には東京の渋谷ヒカリエでやることが決定しています。ぜひこちら

にも、興味のある方はお越しください。参加費、観戦等は無料ですので、ぜひ来てください。 

 

来年度 2018 年は、全国 47 都道府県でドローンレースを開催しようと考えています。こ

のドローンレース、大規模なものは安全対策が必要なのでけっこう高コストであるんです

けど、大体 1 回開催するのに、200 万円以上の予算がかかってくるんですね。一方、マイク

ロドローンレースだと、安全対策もそこまで必要ありませんので、5 万円くらいで、環境や

運営する機材を揃えることができます。我々はまず最初の入り口として、全国にマイクロド

ローンレースを展開しようと思っています。 

 

将来的には、ドローンレースを本当にスポーツとして広めるべく、このドローンレース

というのを、プロスポーツ化したいと考えています。名付けて D リーグ。バスケットやサ

ッカーのプロリーグがあるように、我々はこれを D リーグっていうドローンレースのリー

グを本気で作ろうとしています。そのためにも全国でアマチュアの人口を広げるし、全国で

いろいろなファンの方、これを楽しいと思っていただいて、応援する方を作っていきたいと

思っています。ですからまずは、マイクロドローンレースを全国 47 都道府県で開催する。

僕たちだけではできないので、いろいろな方々にご協力をいただければと思っております

ので、是非興味のある地方自治体様、企業様、団体様、お声がけいただければなと思います

ので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。 
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08 那賀町役場（徳島県）ドローン推進室の取り組み」 

渡邊 槙太郎様 

 

そこには何もなかった。海がない。名物がない。観光地がない。高速道路もない。電車も

ありません。「何もなかった」がキャッチコピーの那賀町から参りました、渡邊と申します。

よろしくお願いします。 

 

 
 

地域おこし協力隊として那賀町に移住 

 

そんなド田舎に私、渡邊 槙太郎が総務省の地域おこし協力隊という制度を利用しまして、

移住者したのが去年の 8 月の頃です。そもそも那賀町ってどこかといいますと、四国の徳

島県中心部から、さらに南に一時間くらい行ったところにあります。ド田舎、山の中に那賀

町という町があります。その那賀町に、ドローン推進室が平成 28 年 4 月に新設されまして

そのお手伝いをさせて頂いています。那賀町は、徳島県のドローン特区です。ドローン特区

といいましても、まだ徳島県版の、徳島県に認められただけのドローン特区ですが、ド田舎

なりに何か新しいものに乗っかって、新しいことができないかとがんばっております。ドロ

ーンのマイナスイメージを払拭するために、町内でも外から企業を誘致したりして、知って

もらうために様々なイベントを開催しております。 
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那賀町で行ったドローンの各種実証実験 

 

イベントのほかにも、林業分野での実証実験なども、やっております。こちらはパイロット

ロープと呼ばれるものをドローンに付けまして、反対側の山などにドローンを引っ張って、

ロープを渡します。その実験をしました。これを人でやろうとすると数時間かかるものです

が、ドローンでやると数十分で終わります。あとは、ドローンの地上航行による苗木の育成

状況の確認、および防護ネットの破断状況の確認も実施いたしました。あと鳥獣害対策実証

実験ですね。ドローン×モンキードッグ、モンキードッグというのは、犬に GPS が付いて

おりまして、その犬に付いた GPS 追う端末があるのですが、犬が遠くに行き過ぎて、山を

越えるとその電波が届かなくなってしまいます。なのでその電波を中継するためにドロー

ンを高くまで飛ばして、中継させて、また受信機の端末に受信させようという実証実験をし

まして、これも成功致しました。 

 

最近では医療分野、物流実証実験というのをさせていただきまして、こちらは NTT ドコ

モさんと、後にお話いただくエンルートさんのご協力で実験が成功致しました。これは何か

といいますと、モニタリング診療ですね、携帯電話、スマートフォン、タブレットなどを利

用して、遠隔で診療を行いまして、そのあとにドローンで薬を届ける、と。足腰が悪いだと

かちょっと車も運転がしんどいっていうご老人のために、薬を届けるという実証実験をさ

せていただいて、これも見事成功致しました。 

 

広報活動という意味では、国際ドローン展にも出展させていただきました。幕張メッセで

行われました。自治体では唯一、那賀町だけが出展しておりました。 
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小学生や消防士を対象としたドローンの操縦講習会も実施 

 

合同会社 NAVES としての今までの経験、知識を生かし、地域おこし協力隊の渡邊として

ドローン操縦講習会も定期的に開催しております。今年の夏休みには、小学生を対象にした、

コピードローンの組み立て講座を開催しました。完成後に自分で操縦して、楽しんで、ドロ

ーンに親しんでいただきました。それから、消防士の方向けのドローン講習会も、計 6 回実

施しましております。人を助ける立場の消防士がちょっと飛ばせるレベルで操縦されては

二次被害へつながる恐れがあります。一からドローンの法律や必要知識を学んでいただき、

ホビードローンの操縦から慣れていただくことで、高い操縦技術を持つ消防士を養成させ

ていただきました。それに関連して、那賀町では災害時ドローン運用協定も結んでおります。

こちらは那賀町と一般社団法人徳島県ドローン安全協議会、一般社団法人 UAS 多用推進技

術会、アムタスさんと、共同災害協定を組ませていただきまして、定期的に協定に基づく運

用合同訓練を行わせていただいています。 

 

那賀町ではこれからも実証実験やイベントなど、ドローンに関することなら何でもして

いきたいと思っておりますので、もしご興味ある方は那賀町役場まで、「何もなかった」の

那賀町役場までお問い合わせいただければと思います。ちなみにキャッチコピーは今私が

考えたものなので、これを那賀町役場に言ったら怒られますので、これは他言無用でお願い

します（笑）。ご清聴ありがとうございました。 
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09「エンルートの描くドローンビジネスの現状・課題と未来」                                 

株式会社エンルート 代表取締役社長 瀧川正靖様 

 

 

 

ただいまご紹介いただきましたエンルートの瀧川でございます。本日はこのようなシン

ポジウムにお招きいただきまして、ありがとうございました。私どもは産業ドローンのトッ

プメーカーということでございますので、娯楽とか BtoC のドローンではありません。 

 

まず会社のところを説明させていただきたいと思います。2006 年に、ラジコンの個人向

けの販売というところから開始した会社でございます。場所は埼玉県朝霞市というところ

にございます。去年の 7 月に東証一部上場のスカパーＪＳＡＴの事業会社の衛星ネットワ

ークからの出資を受け、またこの 10 月 20 日にはスカパーＪＳＡＴからも増資を受けまし

て、9 億 4600 万円の資本金になり、東証一部上場企業のグループ会社となり、産業用ドロ

ーンのトップメーカーとして様々な態勢をあらためて構築していこうとしております。

我々がやっていることは、基本的には開発、設計、企画、製造、販売、修理それからスクー
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ルということで、産業用ドローンのほぼ全てというところでございます。 

  

 
 

ドローンの農薬散布と自動飛行 

 

ドローンの使い方のひとつとして、農薬散布がございます。夏の暑い中に農薬を人力でま

いていた時代があったと思います。エンルートのドローンで農薬散布は実現しておりまし

て、いま AC940 という 94 センチのタイプのもの、それから AC1500 という 1ｍ50cm くら

いあるものが主力になっております。それぞれ 5ℓ、9ℓの農薬をまくことが可能で実用化さ

れております。技術的には自動航行ができますけれども、現在農林水産省の下の農林水産航

空協会では、人が操縦しなさいというような規制がございます。 

 

先般、千葉県の東金にドローンスクールがあります。その横の農場に農林水産省の局長様

がいらっしゃいました。そこで自動航行を実際にその場でやって見せてくださいというこ

とで実演いたしました。ドローンの産業機の操縦はなかなか大変です。50m 先で 2m 折り

返して正確に戻ってきなさい、といった操縦は熟練した方でも容易ではなく、それをきっち

りと四角く四角く飛ばすというのは、非常に技術の要ることです。一方、自動航行になれば、

このようなタブレットでひょっとしたら屋内のテントに座ってボタンを一つ押すだけで飛

行させることができます。 

実際に局長様の目の前で実験させていただきまして、簡単にできましたし、成功致しまし
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た。それで私どもと局長様の意見が一致したところは、農薬散布の効率化はよく地方の高齢

化している地域で必要なんだという文脈で語られることが多いと思いますが、ただ、このよ

うな形になりますと、高齢化だけではなく、あれ、それだったら僕もできるよね、私もでき

るよねということで、ひょっとしたら農業ってカッコイイんじゃないのというようなこと

で、就業人口構造そのものの変化に繋がるのではないか、というふうに思っております。 

 

 
 

測量におけるドローン活用 

 

それから測量におけるドローン活用ですが、古典的な測量は、人力で棒と測量器を使って

のもので、これでは何時間もかかるということで、ドローンによる測量はすぐに売れ始めま

した。標定点というのをたくさん打って、それを打った上にドローンを飛ばすと。たとえば

0.6 ヘクタールのところで、標定点を打つのに実は 2 時間かかって、ドローンを飛ばすのに

15 分ということで、このバランスは人がやるより遥かに早いですけれども、それでも２時

間 15 分ぐらいはかかると。 

一方、この９月に発売しましたエンルートのドローンでは、トプコン様という測量メーカ

ーと協力してトータルステーションと一緒に測量を行うことができ、一気に効率化が図ら

れます。これは世界初の仕組みで特許製品です。今のところドローンでやっているのは私ど

もだけです。具体的には、標定点が測量点と合わせて検証点、調整点 3 つになりますので、

下に点を打つのも 15 分、上でドローンを飛ばすのも 15 分で、2 時間 15 分が 30 分に短縮
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されるということで、かなりの効率化が図られるということになります。今現在、この 2017

年の仕事で使っているものでございます。 

 

自然災害対応におけるドローン活用 

 

自然災害対応でのドローン活用について。直近では今年の雪崩のときの映像を、私どもの

ドローンで撮っております。それからアスクル倉庫の火災現場の映像も私どものドローン

です。この間ヘリの墜落した現場のところも私どものドローンが撮影をしております。 

救急消防の方の本音というのは、やらなくちゃいけないのは二次災害の軽減のために、ど

こが本当に災害になっていて、どこがそうでないのか。どこから救急隊員が入れるのかとい

うのがわかるというのが大切ということです。 

先日、埼玉県長瀞で実験を致しまして、増水した川に人がおぼれているところに、ドロー

ンでロープを張った浮き輪を投げると。それを救難される人が受け取るというようなこと

でやっておりました。たとえば災害地には無人陸上機とドローンがセットになって、無人陸

上機で行けるところまでは進んで、そこからドローンが有線で飛んでいき、30ｍ50ｍの有

線給電を行う態勢というのもできております。 

また、未来のことになりますけれども、経済産業省の下の国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構というところから、1000 度の熱に３分間耐えるドローンを作っ

てくださいということで、今年から 3 年間の開発を実施しております。医薬品の搬送、AED

の搬送も、当社のほうで実験に協力、成功しております。 

 

今後のドローン産業のさらなる発展のために 

 

今日の皆様の話を聞いていて思ったことが２つほどございます。１つは、どこを飛んじゃ

だめとか、どこを飛ばすには飛行申請が必要という規制があって、これは安全のために必要

なことでございますけれども、我々自身がハードウェアメーカーとして安全な機体を作る、

落ちない機体を作る、衝突・墜落しても大丈夫な機体を作ることと合わせて、これからもっ

ともっと活用していくときには、運行管理システム、空の航空管制と同じようなものができ

ないと、飛行申請が緩やかにはなっていかないだろうと思っております。 

それから非常時でのドローン活用について。熊本地震のときには、実際には私どものほう

に当局から、ヘリや救助が優先させるために、ドローンの飛行をしないでくださいという一

報が入りました。社会的にもそういった状況ですので、そのあたりも技術の発達、それから

いろいろな運行管理システムの整備、それから我々のほうのハードウェアソフトウェアの

技術が発達するというところで、改善していくのはではないかと考えております。 

増資して態勢が整いましたので、開発のエンジニア、ソフトウェアハードウェア、それか

ら生産管理、品質管理、営業、それから操縦者、教官等の人の増強、スクールの開設の進展
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等々と、全面包囲で攻めて攻めてドローン産業を広げるということを始めたというところ

でございます。まさにエンルート第２の創業期でございますので、何かございましたら是非

お問い合わせをいただきたいと思います。お忙しいところご清聴ありがとうございました。 
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10「山での遭難者発見〜救助コンテスト（Japan Innovation Challenge2017)の報告」 

ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ 調査役 稲田純次様 

 

                                  

皆さんこんにちは。ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズの稲田と申

します。今回、実際に災害救助における UAV のポテンシャルということで、実際に我々が

ジャパンイノベーションチャレンジ 2017 というイベントに参加した内容を、今回は発表さ

せていただきます。 

 

 
 

ジャパンイノベーションチャレンジとは 

 

ジャパンイノベーションチャレンジの概要ですけれども、株式会社トラストバンクとい

う、ふるさと納税サイトを運営している会社と、北海道上士幌町が全面協力した、日本初の

ロボットによる人命救助のイベントです。昨年も開催して、我々も参加しましたけれども、

非常に条件が厳しくて、成功できませんでしたけれども、今年は夜間の部で我々達成したと

いうことで、その内容をかいつまんで説明させていただきます。 

 

2017 年 10 月 16 日から 20 日の 5 日間、夜間の部というのは今年はじめて採用されて、

2 日間、10 月 17 日と 19 日の 2 日間で開催されました。参加団体が 13 団体。「発見」「駆
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けつけ」「救助」の３部門で構成されています。我々は機体としては「発見」しか参加でき

なかったので、発見についてのみ発表させていただきます。 

 

世界最高のスペックドローン Aeryon Lab 社製 SkyRanger 

 

我々の導入している機体は、カナダのＡｅｒｙｏｎ Ｌａｂ社製のＳｋｙＲａｎｇｅｒと

言うドローンで、非常に高性能、世界最高のスペックを持っていると言われております。滞

空時間が 50 分です。あと耐風性能というのが突出しておりまして、風速 18.2 メートルの

強風でも飛びます。おそらくこういうスペックを持っている機体というのは世の中にたぶ

んないのではないかなと思っております。ローターは 4 枚あります。サイズは 2.4 キロとい

う非常に軽い機体になっています。機体の重量の大半がバッテリーですので、機体がいかに

軽いかというのがわかるかなと思います。それからペイロードですね、今回、はじめて使っ

たペイロードだったんですれども、デュアルカメラになっています。片側が可視光、片側が

赤外光、それを二眼でデュアルカメラを使って、夜間の人の探索をするということをやりま

した。我々の装備としては、機体にノートパソコンとモニターのみです。機体から送られて

くる映像をパソコンで読み取って、それを大型のスクリーンに投影する。これだけで探して

いました。なので、非常にコンパクトな装備で、ほかのチームは本当にトラックで来るよう

な重装備で来たこともありましたけれども、我々は参加人数も３名と、非常に小コストとい

うか、コンパクトな装備でした。 
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発見までの流れと失敗した理由について 

 

流れから言いますと 10 月 17 日の夜間と 10 月 20 日の昼に発見することができました。

その前に 10 月 19 日の夜間ですけれども、これはちょっと非常に課題が厳しくて、発見す

ることが残念ながらできませんでしたけれども、10 月 20 日の昼の部の失敗例についてお

話したいと思います。 

17 日の夜間の発見では、IR カメラ（赤外線カメラ）を用いています。あらかじめ、夜間

人間が体温を保ったまま外に出て場合の表面温度のデーターがありましたので、その温度

レンジにカメラを絞って、画面に表示させます。普通の画像ですと、白と黒の世界なんです

けども、大体 10 度～20 度の間をこういう色で表示しなさいというふうにレンジを絞った

形でやった結果、大体飛び立ってから 9 分くらいで発見することができました。スクリー

ンショットを撮って、発見場所の座標を機体の位置座標から読み取って、それを事務局に送

って無事発見となりました。 

 

捜索中、我々が見事に騙されたのがきつねですね。こいつにもう本当に翻弄されてしまい

ました。発見したと思ってみんなで喜んだんですが、よくよく確認してみたら、きつねだっ

というオチでした。きつねが動いた瞬間に、「あ、騙されたな」と我々は思ってガッカリし

たんですけれども、去ったあとでも IR カメラ（赤外線カメラ）からの画像では、温度のデ

ーター残っているんですね。これはたぶんオシッコじゃないかなと思うんですけど。今回の

ウベントの主旨からは外れますが、たとえば生態調査にもドローン映像と IR カメラってい

うのは使えるんじゃないかなというふうに思いました。 

 

（画像を見せながら）じゃあ、昼間発見した画像は何か、どこに正解があるのかってわか

ります？ここにチラッと見えてます。こういう状況から人命救助の場合は人を発見しなき

ゃいけないわけです。これを発見するには、やはり、テクノロジーが必要なんですね。昼間

の通常カメラの映像では非常にわかりにくいんですが、赤外画像で見るとはっきり映るわ

けです。だから可視画像で救助者を発見するというのは非常に困難だけれども、こういう画

像を見ることで誰でも即座に要救助者というのを発見することができるんではないかなと

思います。 
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災害救助における UAV 運用の課題について 

 

最後に課題について、ですね。このコンテストを通してわかったことは、赤外線の画像を

昼間に活用できるかどうか、ということ。実際のところ、これは天候にもよるんですね。よ

く晴れた天気の良い日の活用は、非常に難しいというのがわかっています。というのは、葉

っぱとか土とか木とかが全部、熱を持つんですね。なので赤外画像といえどもやっぱり温度

レンジはある程度絞れるカメラじゃないと難しいのかなと思います。 

 

あと災害現場での UAV 同士の電波干渉。我々２日間、電波干渉で飛べませんでした。や

はり運用側の管理というのが必要になってくると考えています。加えて、航空法の壁ですね、

これ夜間の目視外というのは、たとえこういうイベントでも許可が出ませんでした。なので、

このあたりの法律の壁というものをどうクリアしていくかというのはこれからの課題では

ないかと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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11 「スマートドローンで広がる自治体ドローン活用」 

KDDI 株式会社 商品戦略部 松木 友明様 

 

只今ご紹介に預かりました、KDDI の松木と申します。スマートドローンプロジェクトを

担当をしております。今日はスマートドローンの可能性についてご紹介したいと思います。 

 

 
 

スマートドローンプラットフォームとは 

 

スマートドローンは、簡単に言いますと、携帯通信を載せたドローンで、人手を介さず、

自動での長距離飛行を実現することができます。KDDI ではその可能性に着目しまして、ス

マートドローン事業の実現に向け、取り組みを進めています。 

 

昨年の 12 月には、スマートドローンの提携発表会を行い、スマートドローンプラットホ

ームの開発を発表しています。スマートドローンプラットフォームというのは、機体、三次

元地図、運行管理、クラウドからなり、パートナーとしてはクアルコム様の通信モジュール、

機体はプロドローン様、三次元地図はゼンリン様との提携を発表しています。加えて３月に

はテラドローン様と LTE 対応の運行管理システム開発の提携発表を行い、同じく３月には

プラットフォーム第一期開発を完了しています。その開発したプラットフォームを使い、４

月には LTE による完全自律飛行の実験に成功しました。その後も５月には NEDO のプロ
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ジェクトに、セコム様とドローン警備で採択され、さらに１０月には携帯通信モジュールは

まだ実験用途に限定ですが、ドローンパッケージの提供も開始しています。 

このようにベースの技術としては、LTE を使い自律飛行できる技術の開発がほぼ出来上

がっており、次のステップとして KDDI ではスマートドローンインフラの実現に取り組ん

でいきます。 

 

 
 

 

スマートドローンインフラの実現に向けて 

 

KDDI は全国にモバイル通信ネットワークを提供していますが、その通信ネットワーク

がドローンインフラとしても活用可能です。KDDI では通信の設備等を含めたネットワー

クセンターという大きな設備が全国に 10 箇所あり、この設備が、今後ドローンステーショ

ンとしても活用できます。機能としては、駐機充電、点検整備、セッティング、遠隔監視を

行っていきます。また、全国に 32 万の基地局があるのですが、その中で適した場所をドロ

ーンポートとして活用し、ドローンの駐機と充電が可能になります。さらに飛行ルートとし

ては、安全なルートとして、東京電力様、ゼンリン様が検討されているドローンハイウェイ

との連携も検討していきます。こうしたステーション、ポート、ルートを組み合わせること

で、広範囲な飛行エリアを構築していきます。たとえば東京で２０キロごとにこういったポ

ートを配置していくと、たとえば、災害が起きた場所に、ｋのエリア内であればどこでも 30
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分で到着できるようになります。このインフラを使い、将来的に測量、農業、災害、配送、

点検、警備などを KDDI も実現していきますし、このプラットフォームを使って皆様がい

ろんなサービスを提供できる環境も整えていきたいと思っております。 

 

 
 

長岡市山古志村での実証実験 

 

KDDI では、インフラ構築に向けてドローンポートなどさまざまな開発を次のステップ

として進めています。その開発がいったん終わり、実証実験を今年 11 月に行いましたので、

簡単にご紹介します。最終ゴールとしては、政府が目指しているレベル 4、都市部での自立

飛行を目指しているのですが、まずはレベル３、離島や山間部での無人地帯の目視外飛行、

これをターゲットに実験を行いました。場所は中山間地である長岡市山古志村、ここは錦鯉

発祥の地として、錦鯉の養殖が盛んです。今回の実験ではこのスマートドローンインフラを

使い、遠く離れた錦鯉養殖を行う棚池に、寄生虫除去の薬剤を散布する実験を行いました。 

ルートは非常に過酷な条件で、トータル 6.3 キロの距離を、高低差 100 メートル以上あ

る中を飛行し、、棚池の上空に全くズレなく高さ３メートルを維持して散布するいう、非常

に厳しい環境での実験を行いました。それを実現するために、のために開発を行ったのが、

三次元地図。高さの正確性は非常に重要ですので、三次元地図を使い、高度を自動設定する

機能を新たに開発しております。また、画像認識で自動着陸をして、自動充電ができるドロ

ーンポートを、ドローンインフラに必要な要素として開発しました。 
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このようにスマートドローンの実験環境も整い、今後 KDDI では、このスマートドローン

を活用した実証実験を、様々な企業様、自治体様と進めていきたいと思いますので、興味の

ある方は smartdrone@kddi.com にご連絡いただければと思います。ご清聴ありがとうご

ざいました。 
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12 「スマートグラスとドローンで実現化する災害現場支援の未来」 

株式会社テレパシージャパン 代表取締役 鈴木 健一様 

 

 

 
 

テレパシージャパンの鈴木と申します。今までずっとドローンのお話、皆様非常に刺激的

なお話をいただいておりまして。テレパシーはですね、ちょっと変わりまして、こういう私

も今つけていますけどスマートグラスというものを日本国内で開発をしているシリコンバ

レー発ベンチャーという企業でございます。EDAC さんとは、EDAC さん設立当初よりお

声がけいただきまして、昨年度行われた実証実験の中でも私たちの、私がつけているスマー

トグラスを利用して、実験をいただいて、そのご報告も私もともにさせていただいたという

形でございます。 

 

スマートグラスの社会実装に向けて 

 

私、電気のエンジニアで、コンピューター開発をしていました。テレパシーという会社は

2013 年に設立した、先ほども申し上げたシリコンバレーで最初研鑽を積みまして、東京で

事業を行っている企業でございます。テレパシージャパンそのものはスマートグラスの専

業メーカーということでやっております。先日、日経新聞さんにも特集いただいたのですが、

スマートグラス技術の社会実装を大きなテーマとしてやっています。スマートグラスによ
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って様々な人命救助、災害支援ができるような未来の作りこみをしていきたいと考えてお

ります。 

 

社会実装されていくということは、社会に受け入れていただかなければいけません。その

ための「楽しませる」「社会的課題を解決」「世界に貢献する」という３ステップを私たち持

っております。まず、「楽しませる」について。私たちのスマートグラスは浅草の花やしき

さんで園内案内に使っていただいています。浅草の花やしきの内側で使っているときは園

内案内ですが、そのまま町に出ることが可能で、町の歴史をＡＲとしてスマートグラスと合

わせて楽しんでいただくということができるようになっています。 

２番目の社会的課題を解決という意味では、これもまさに先ほどご紹介したオプティム

との共用で進めてきた事業ですが、遠隔作業支援です。テレパシーグラスには、カメラがつ

いています。カメラがついていると、私が見ているものをどこかに送ることができるわけで

す。それによって私がどういうシチュエーションにいて、どういうことが必要かということ

がわかります。業務の分野では既にインフラ整備や建築、販売などの分野に使っていただい

ていまして、またもちろん災害支援にも応用可能な技術です。そのほか、ビルのメンテナン

スですとか、農業の作業支援などなど 300 拠点くらいで、このような実証実験を行ってい

るところです。 

 

そして３番目、世界に貢献するということでは、昨年度 EDAC さんとご一緒に山岳救助

の実証実験をさせていただいた部分です。ドローンから撮影された空中からの画像をスマ

ートグラスに配信することによって、自分が一体山の中でどこを歩いていて、ベースステー

ションたる車がどこまで入ってきていて、実際に救護しなければならない人がどこにいる

んだということがわかるようになります。ドローンから傷病者を発見しても、それをどうや

って救護隊に伝えればいいものか、目印も山の中でどうやって言おうということが大きな

ポイントでしたので、ドローンとの連携の可能性がみえた部分です。 

 

最近はそれ以外にもドクターヘリの搭乗するドクターにスマートグラスを装着してもら

い、ドクターヘリから患者さんの状況を中継することによって、病院のほうで受け入れ態勢

整えておく、という実証実験も行っております。 

ちょっと変わりダネを一個紹介したいんですけれども、私たちこれを使って色覚特性の

方、赤やピンク色が見にくい方、オレンジ色が見にくい方を、このディスプレイを使って変

換してあげることによって、その人の目に見える色合いに変換するという機能を、私たちも

うこれ３年くらい研究をして、やっと実用的なところまで来まして、特許の出願をし、近々

発表したいと考えております。 
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スマートグラスのこれからについて 

 

一番災害救助に重要なことは何かなといろいろ考えるわけですけれども、このスマート

グラスに一応コンピューターが付いていますが、コンピューターが付いていることも重要

で私たちこのディスプレイは昼間の非常に太陽が強い中でもきれいに見えるように作って

います。こういうものってなかなかそういうものがなくて、室内だといいんですけれども外

に出てしまうと太陽光の影響を受けてしまって、絵が見えないというものがほとんどの中

で、私たちは外で見えるものというものについて作って参りました。私たちが持っている技

術がこれであったり、AI の測定の技術だったり、いろいろありますけれども、その中でも

そういった技術を組み合わせまして、今後も EDAC さんと一緒に災害の現場、人が困って

いるところに役立つ技術開発をし、それを世の中に紹介していけるようになればいいなと

いうふうに思っております。今日はどうもありがとうございます。 
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13「UAV データを有効活用するためのクラウドを利用した新しいプラットフォーム 

（Site Scan）」  

芝本産業株式会社（3DR 日本正規代理店） 事業開発部 次長 小林正幸様 

 

只今ご紹介いただきました、芝本産業の小林です、よろしくお願い致します。私たちはア

メリカの 3D ロボティクス、3DR という名称で有名なドローンメーカーの日本の総代理店

として 3DR 社の製品の販売、サービス、修理も含めて手掛けています。 

 

 
 

3DR について 

 

はじめに 3DR に関して少し説明をさせていただきます。3DR は 2009 年にシリコンバレ

ーで創業したベンチャー企業です。元々DIY ドローンというネットワークを立ち上げて、

ドローンの技術の基盤を築いた歴史があります。3DR が作ったオートパイロットで

Pixhawk（ピックスホーク）という製品がございますが、こちらは非常に有名で、未だに世

界中のドローンを作っている方々の間で使われています。ちなみに、現在は Pixhawk も

Pixhawk2 というモデルにグレードアップしておりまして、私どもが販売している Solo に

も搭載されています。3DR は、オートパイロットのソフトの開発、自動で飛行させるとい

うオートパイロットのプログラムの設計に非常に優れていまして、ドローンを記憶させた

ところを何度でも、自在に飛ばすという技術に長けている企業です。社長はクリス・アンダ
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ーソン。彼は元 WIRED（ワイアード）という雑誌の編集長を手掛けたことがあるという、

少しかわった経歴を持っており、DIY ドローンのパイオニア的な存在でもあります。 

 

ドローンの３つの大きな波とは？ 

 

クリス・アンダーソンは、ドローン技術の流れは大きく３本のトレンドに分かれていると、

かねてから述べてきました。最初の波は 2009 年に DIY ドローンの技術開発の動きから始

まりました。まさにクリスが立ち上げた動きです。そのあと 2012 年頃からコンシューマー

向けのドローンの登場、ご存知のとおり DJI 社の Phantom の登場、3DR では IRIS プラス

という商品が開発されたのがこの頃です。それから 2014 年頃からスマートフォンに使われ

る高性能のコンポーネントがドローンに使われるようになり、まさにドローンが空飛ぶコ

ンピューターと呼ばれるようになってきたのがこの時期です。私たちは、ドローンの扱いは

コンシューマー向けというよりも BtoB、つまり企業で使用いただくことを目的に販売を行

ってまいりました。 

 

 
 

ドローンの撮影データーをクラウドにあげて処理をする 

 

ドローンが「空飛ぶコンピューター」、いわゆる「空飛ぶセンサー」と呼ばれるようになっ

てから、3DR では空撮したデータを、クラウドを利用して処理しデータを提供するという
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モデルを完成させています。つまりドローンで撮ったデータをクラウドに上げて、土木や建

築の現場で使うデータにして提供させていただくシステムです。クラウドで処理したデー

タはウェブブラウザで稼動するサイトスキャンというソフトウェアを使って処理ができま

す。このソフトを使って 3 次元の加工に必要な、オルソ、点群などのデータ処理が、全て自

動でブラウザ上のソフトウェアでできる、つまりハイスペックのコンピューターは必要な

い状態でデータが使えるというのが一つの特徴です。 

 

簡単にまとめた映像がございますのでご覧ください。まずドローンでデータを撮影しま

す。3DR はフライトアプリの開発が非常に得意で、タブレット画面で自動飛行を簡単に設

定することができます。あらかじめ決められた飛行パターンがいくつかプログラムされて

おり、たとえば測量などで使用する「サーベイ」という、一方通行の飛行のパターン、ある

いは異なった角度の撮影のため格子状に飛ばすパターン、または構造物を対象にした３次

元の撮影という飛行パターンが設定されています。 

 

タブレットでフライトプランを設定すると、自動的に機体のキャリブレーションが始ま

り、ドローンが飛行を開始します。ドローンは GPS によって正しく飛行します。飛行中に

撮影したデータは全てクラウドに上げられます。測量では対空標識から正確な座標の位置

を求める作業でも使っています。あるいは二次元の図面をオーバーラップさせて、作業の進

捗の確認、あるいは撮影日の異なる画像を取り込んで、日々の現場の変化を簡単に把握する

こともできます。あるいは標高を色分けしたり、決められた標高のレベルからプラス・マイ

ナス何センチということが判断できます。こちらは体積の計算、マウスで対象の場所をクリ

ックするだけで自動的に体積の計算ができます。このように画像を回転させて３次元で確

認ができるという作業も全てウェブブラウザでできます。 

 

どの場所で写真を何枚撮影し、どのような作業を行ったかということがブラウザソフト

の画面に表示されます。たとえば GPS の表示をワンクリック、写真を表示させる、ヒート

マップ、等高線を表示させるとか、土量計算をするという作業が、ワンタッチでできます。

この画面は写真を撮った位置ですね、ドローンが飛んでどの位置で写真を撮っているのか、

画面上で確認することができます。その場所をクリックすると、それぞれの写真が表示され

ます。あるいは土量の切り盛り、起伏のある現場に棚を作って平らにするために、土を削っ

たり窪んでいる場所の盛り土をどれくらいすればいいのか、ということを設定することで、

色分けされ、一目でわかるようになります。体積を測ってみたいところをマウスでクリック

すると、自動的に体積が計算され、同時に３次元の画像で表示されます。その３次元の画像

も回転させて確認することができますので、臨場感のある状態でデータを確認することが

できます。それから GCP（対空標識）を置いた場所を画像認識して、そこからいくつか選

択すると、自動的に緯度経度高さの誤差が修正されるというような機能です。このように２
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次元の CAD 図をオルソ画像に重ね合わせた状態で現場の様子を確認することもできます。 

 

 
 

クラウドでデーターを処理することのメリット 

 

クラウドを使うことの大きな特徴としましては、これまで紹介したような作業の情報を、

リンクアドレスで共有することができることです。このアドレスをコピーし、メールに貼り

付けて相手方に送ってあげることで、受け取った側はウェブアプリで同じ画面を共有でき

る状態になります。ですので、たとえば遠隔地で行った作業、あるいは遠隔地の情報なども、

必要なスタッフに必要なタイミングで送ってあげることができるというのも大きな特徴で

す。 

 

それから、３次元処理をするためにはデータ処理に使う拡張子があり、いろいろ種類があ

りますが、このサイトスキャンでは出力できる拡張子はこのような状態になっています。い

わゆる点群で必要なもの、それと等高線、メッシュデータ、PDF なんかでも出力でき、あ

るいは、現場のどの場所でどういう写真を撮ったのか、どんな座標なのかといったようなレ

ポートや、それとカメラのキャリブレーションの状態までレポートされます。それから、マ

ネージャー上で点群データを３次元の状態で見ることができます。こちらは一見、写真です

が、実際に点群ビューアーの 3 次元画像で、マウスを使ってこのようにくるくる回してあ

げると、３次元の画像を様々な角度から見ることができます。この機能が追加されてから、
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最近、問合せが増えておりまして、やはり臨場感をもって、３次元で状況を確認したいとい

うニーズが強いという印象を受けています。それから、この構造物の精度を現場に滞空標識

を実際置いて測量してみたところ、ミリ単位の精度が出ており、かなり細かいところまで点

群の精度が出せることがわかっています。 

 

ドローン活用のこれからについて 

 

弊社は 3DR との付き合いを開始してから５年になります。はじめて彼らを見たときは、

サンディエゴの航空母艦のミュージアムの甲板で、自分たちで作ったドローンを飛ばして

いたのが印象的なベンチャー企業でした。サイトスキャンが発売された当初は、日本とアメ

リカでは考え方が違うため、日本のニーズに合わない部分が多々ありました。ただ 3DR は

非常に優秀なスタッフが多く、ものすごいスピード感を持って我々のニーズを汲み取って

サイトスキャンを開発してくれました。シリコンバレーにいるスタッフの発想力と、ユニー

クな考え方、それから、チャレンジ精神に満ちた「何とかやってやるぞ」というような心意

気を感じています。 

 

サイトスキャンはDJI様の機体も飛行できるようになりました。皆さんご存知のとおり、

ドローンは、既に自動航行するのは当たり前、これからはドローンで撮ったデータをどのよ

うに活用するかという時代に入っていると思います。ですので、サイトスキャンの今後の展

開には大きな期待を寄せています。私たちは 3DR とはしっかりした強い繋がりができてい

ますので、日本市場の要望を彼らに伝えて、日本のニーズに合わせた必要なアプリケーショ

ンを作っていきたと考えています。ご清聴ありがとうございました。 
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14 「衛星回線を用いたドローン映像の転送の実現に向けて」 

アイピーカムソリューションズ 防災士 山川 隆様  

 

このたびはお時間いただきありがとうございます。私アイピーカムソリューションズの

山川と申します。自己紹介させていただきますと、いわゆる画像処理を用いたシステムにつ

いての取り組みを行っております。 

 

 
 

大阪府箕面市におけるカメラ導入事例 

 

大阪府箕面市において、通学路に防犯カメラ 750 台を導入させていただきましたが、そ

の後、公園、あるいは自治会様のカメラ含めて、1800 台くらい導入させていただきました。

導入の決め手となったのは、夜間の映像が非常にきれいということでしたが、加えて申し上

げると、他社と比較して必要帯域がかなり狭いという特徴があります。帯域が狭いという特

徴を活かして、何か新しいことができないかなと考えていく中で、衛星回線を用いた映像転

送が可能ではないだろうかということで、今、スカパーJSAT さんと色々取り組みをさせて

いただいておるところです。スカパーJSAT との衛星回線を用いた映像転送の検証をしてお

りますが、遅延は 15 秒くらい、フレーム数の少ない動画であれば問題なく活用できます。

ただインターネット接続になりますので、接続方法をどうするかという問題をどうクリア

するかというところを今検証しております。 
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自治体衛星通信機構様の場合は VPN 接続とのこと、このあたりの問題はクリアできるも

のと想定されますが詳細は不明です。検証を希望される場合はぜひご連絡を頂ければ幸い

です。 

 

 
 

自治体の衛星回線の平時の利用方法 

 

大規模災害発生時になりますと、電気は来ない、地中に埋めた光回線は切断するというこ

とで、生の映像を送ることができなくなることが想定されます。一方で、ドローンによって

得られる映像というのは非常に有用であるのは間違ありません。 

現在自治体様において、衛星回線はかなりの割合で導入されていらっしゃると思います

が、災害時のバックアップ用というのがメインであるかと。ですから、平時においてはコス

トで以外何でもないかと。平時はお金を払わずに、必要な時だけ、必要な料金だけ払いたい

というようなお声があるということも、スカパーJAT 様からお伺いしております。また、人

口が減っていくという今後のコンパクトシティ化の流れの中で、水道も使えなくなる、道の

補修もできなくなる、だから人は住まないでね、といったエリアがどんどん広がってくると。

そうなりますと、常時そういったエリアをどうやって監視するのか、という問題が出てくる

と思います。こういったあたりを、映像を用いますと非常に効果的なのは明確なのですが、

それだけ太い回線を用いますと費用が莫大になってしまいますので、ますます税収入が減

る中で、それだけ回線を増やすことはできないよと。じゃあどうする、といったところで、
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今回の箕面市様の事例のような狭帯域のカメラを用いることで、通信費のコスト削減がで

きるのではなかろうかなと考えております。 

 

アクシス（AXIS）のカメラ性能 

 

今回、アクシス（AXIS）という形で書いておりましたが、こちらはスウェーデンが本社

の会社であります。日本では知名度がなかなかありませんが、いわゆるネットワークカメラ

という市場においては、世界でシェアトップです。２年前に業務拡大を狙うキヤノンさんに

買収されまして、今はキヤノングループになっています。Zipstream という帯域を抑える技

術があるのですが、1280×960 という画素数で５コマ/秒という映像を送るのに必要な帯域、

国産メーカーのネットワークカメラであれば、2,000k/bps、約２メガという帯域が必要であ

ります。一方 AXIS の場合は 400k/bps でいけます。ということは 5 分の 1。実際には 8 分

の 1 程度になるのではないかと思っております。さらに画面のサイズを落としたり、コマ

数減らしたりすると、当然帯域が減ります。100k/bps 以下に抑えることができます。従来

ではありえなかったくらいの帯域に画像データが抑えられています。（実際の映像を見せな

がら）これ、昼間の映像に見えますが、午前 1 時 39 分です。丑三つ時の真っ暗。当日は新

月であり、公園の照明も消えていると。目視では全く見えない状態の映像なのですが、カメ

ラで撮影できるという夜間性能の高さを評価いただいております。帯域は 50k/bps 程度。

このあたりのカメラが普及すると、従来のドローンに搭載されているカメラでは得られな

かった映像から、新たな映像の活用ができるのではなかろうかと思っております。 
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クラウドではなく、カメラ側のアプリケーションでデータ処理を 

 

また、カメラの中にアプリケーションを入れることが可能です。そうしますと例えばナン

バー認証であるとか、顔認証、人数カウント、あるいはメーターの読影ですね、こういった

アプリケーションを入れますと、必要なテキストデータだけ送るということも可能になり

ます。昨今、ワールドワイドで、クラウド、クラウドとクラウド狂騒曲みたいな形になって

いますが、新しいサービスである LPWA の細い回線を用いても、必要なデータをばんばん

送れるのではなかろうかなと。先ほどの 50k/bps であれば LPWA でも十分使用に耐えると

思いますので、キャリアさんも、ぜひこのあたりを有効活用したご提案なんかも考えていた

だいて、社会の役に立つ仕組みを作っていただければと思っております。 

 

従来ですとバックアップ回線だけしか使っていなかった衛星回線を、少ない帯域でいろ

いろな目的に使うことによって、いろんな用途に使えますので、トータルコストとしては下

げていけるのではなかろうかというふうに考えております。ですから、たとえばゴミ放置の

監視だとか、鳥獣害の監視を自治体さんが行うということも可能になってくるのではない

かなと思っております。私のほうからの説明は以上で終わらせていただきます。どうもご清

聴ありがとうございました。 

  



68 
 

15 セルラー通信とドローンについて 

株式会社ＮＴＴドコモイノベーション統括部 事業創出・投資担当 主査山田武史様 

 

NTT ドコモの山田と申します。弊社ドコモ、通信キャリアとして日ごろ様々な形で自治

体様、地方創生という分野でお話させて頂く機会もありますが、特に昨今、ドローンへの期

待っていうのは、働き方改革であるとか、コスト効率化・最適化という文脈でも注目を浴び

ているように感じております。そのような中、携帯電話事業者として、みなさまのドローン

の取り組みをいかにサポートできるか、活性化できるか。サポートの仕方自体はいろいろあ

りますが、一番、携帯キャリアに期待されているであろうネットワークについて、今回はで

ご紹介できればと思っています。 

 

 
 

ドローンに携帯電話を載せると何ができるのか 

 

ドローンに、セルラー通信、携帯電話をのせると何ができるか、大きく５点あると思って

います。ひとつは「より広範囲」に通信ができる、いわゆるカバレッジの話ですね。これに

よって目視外であるとか、長距離飛行が実現できるようになるであろうと。次に、「より柔

軟に」というところで、通信が途切れないと、飛行中の異常事態とか、急な進路変更 ni 

も対応できるようになります。あとは「広い用途で」ですね。単純な位置把握、テリトリー

から高画質の転送、幅広い帯域を活用したサービスも可能です。また「より安全に」という
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面もあるかなと思っておりまして、GCS とドローンの間の信が Wi-Fi で行っている場合で

すと混戦しやすい、台数が増えるとより混戦しやすい、制限が出る場合もありますので、こ

のへんはよりセキュアな、かつ接続数が多く収容できる携帯電話も使えるかなと思います。

あとは、「より多くの機体で」。今後普及していくためには様々なドローンが多数飛び回るよ

うになりますと、接続数というのも大事になってくるかなと。こういったところが携帯電話、

セルラーネットワークで提供できるとより便利になるかと思っております。 

 

このような世界を実現する上で、克服すべき課題が大きく２つあります。ひとつは上空で

どれくらい携帯電話を使えるのか、電波が入るのか。そもそも携帯電話は基本的に地上に使

う前提ですので、空で使っている人は今までほとんどいませんでしたので、これはやってみ

ないとわからないというところもあります。あともう一つ、地上の通信品質への干渉の問題

です。上空でドローンに携帯電話を載せた場合、遮るものが何もないので、より遠くまで、

想定以上に遠くまで電波が届いてしまうために、干渉が大きくなってしまうことが判って

います。その結果、地上でお使いのお客様の通信が、抑えられてしまうというか、使えない

場所が増えてしまうという課題がありますので、そこは地上と空、トータルでのネットワー

クを磨き上げる作業を今進めております。こういったバランスが取れた上で皆様にお使い

いただけるようになれたらと思っておりますが、実際のサービスに影響が出る可能性もあ

りますので、実用化試験局免許といった特別な形で実証しているのが現状です。 
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携帯電話の上空利用に向けた取り組み 

 

この実用化試験局免許自体は、昨年の７月に始まったものですが、ドコモとしましてはその

免許を用いた実証実験を９月９日に日本で初めて実施しました。横須賀の R&D センターに

て、ドローンに携帯電話を載せまして、実際に画像転送や遠隔制動ができるかという実験を

行っております。 

また、こういった仕組みを使って、各パートナー様と様々なシチュエーション、ユースケ

ースで実験をさせていただいております。昨年１１月楽天様、千葉市様、ACSL 様と実施し

た、千葉市の配送実験、仙台市では津波避難の実証実験もさせていただいています。最近で

は１１月に、伊那市で国交省様を含めた 6 社でドローンポートシステムとの連接試験も実

施させていただいております。 

それぞれの実験は、長距離・目視外飛行が前提となるユースケースになりますので、その

中で電波が途切れないことが非常に重要になってきます。このため、ドコモでは空のエリア

マップといった情報を整備しはじめております。ドローンは空を３次元に飛行しますので、

３D エリアマップという名称で呼んでおります。こういった形で電波情報を整備しておく

ことで、実際ドローンが飛行した場合にどれくらい通信の遮断リスクがあるかというリス

クを運航計画段階で把握することができ、より使いやすく、安心安全で飛ばせるドローンの

世界ができると考えております。 

 

 
 



71 
 

ドローンビジネスをサポート 

 

今回ネットワークの話が中心でしたけど、このような取り組みを通じて、運行管理システム

といったプラットフォームについても、弊社としても取り組んでいこうと考えております。

セルラーの活用を通じてドローンビジネスのサポートをさせていただければと思っており

ます。 

別の観点では、弊社は携帯電話の基地局設備を大量に運用している関係で、基地局の点検

というところでも実際にドローンを使い始めています。このため、ドローンについては単純

に皆様へサービスを提供させて頂くだけではなくて、ドローンを活用する１ユーザーとし

ての立場もあります。もし基地局の点検といった文脈で何か良いご提案がありましたら是

非お声がけをいただけると幸いです。発表については以上になります。どうもありがとうご

ざいました。 
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16 『ドローン運用統合管理サービス』のご紹介 ～地方自治体における、 

現状から将来を踏まえたドローン活用術～」 

株式会社日立システムズ ドローン・ロボティクス事業推進プロジェクト 宮河 英充様 

 

日立システムズの宮河でございます。今日はこのようなシンポジウムにご案内いただき

まして、大変ありがたく思っております。私どものサービスを地方自治体の皆様にどうお使

いいただいたらよいか、を簡単にご紹介させていただきます。 

 

 
 

ドローン運用統合管理サービスについて 

 

ドローン運用統合管理サービスは、空撮サービス、データ加工、診断、データ連携をワン

ストップで提供しております。 

簡単にまとめますと、飛ばす、加工する、管理する、の大きく３つのサービスです。まず、

飛ばす。私どもは日立のコンピュータの保守会社という側面も持っておりますので、飛行

前・飛行中・飛行後まで、徹底的に安全管理を行っております。長年の日立機器の保守経験

を活かして、５０項目以上の中からチェック項目を選定しております。ドローンの墜落事故

の原因も、大体集約されてきていると思いますので、これらに対してこのような安全管理、

三人体制ですとか、電波状況、GPS の確認、風速計での確認、事前飛行中の撮影可否の判

断、チェックシートでの確認と、徹底的に安全管理をして飛行させております。 
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データ加工。土木工事の測量の場合ですと、何千枚以上の写真から一つの三次元モデルを

作りますので、そのためには高速転送、高速加工の機能が必要です。私どもはクラウドと高

速転送の機能を用いて、処理を致します。そして、国交省の定める高精度な加工データをご

提供致します。こういうものを建設業者様、設計業者様等々への、業務システムの連携につ

なげていただく、と。 

最後に管理する。私どもは、元々はメガバンクさまなどのデータをお預かりするクラウド

を持っております。そういうセキュアな環境でデータを管理しますが、機体、作業者のフラ

イトプランも含めて全部一元管理を致します。最後に適切な時期に機体のバッテリー交換

可能、要はバッテリーの劣化が激しいものでありますので、事故を起こさないためにもバッ

テリーの管理もこのクラウド上でやろうと進めております。 

 

 
 

自治体におけるドローン活用 –災害対応– 

 

では、実際自治体様でどのようなところでお使いいただけるんだろうか。まずは、災害対

応ということで、災害対応時のドローン利用が実証実験を含め多くなっていると思います。

具体的な数値でいうと、通報から救急車出動、医療機関収容までに約平均 39 分かかってい

るですとか、全国の救助人員が 6 万人弱いるですとか、防災食糧の備蓄が大体３日分であ

るとか、これらをサポートするためにドローンの利活用が叫ばれていると思います。医療活

動、大規模災害時活動の支援を目的には次のようなユースケースが考えられております。医
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薬品搬送、AED 搬送、遭難者の救助、災害状況把握、救援物資供給などなど。また、消防

庁の動きとして、平成２９年度から３１年度にかけて、各都道府県の消防学校にドローンの

練習機を配備して、それに伴う教育もするという方針を出されております。これをみてもや

はり、国は、官公庁を含めドローンを利用していくんだという動きは顕著であると思います。 

 

 

 
 

自治体におけるドローン活用 –点検– 

 

次に私どもが力を入れているのは、点検分野です。構造物の劣化が加速していて、２０３

０年問題と言われておりますが、点検業務が大切になってきます。橋や建物、建造物の点検

やコストが非常にかかっていると。それにはノウハウを持った人材が不足していたり、若年

労働者が少なかったりという問題と、海外の労働者の方は増えていますが、なかなかその教

育がなかなか難しい部分があるかと思います。やはり点検イコール危険作業であり、さらに、

設計図などのドキュメントの不備、古い建物などは特にこれが明らかですけれども、これら

の問題を解決するためにうまくドローンを活用できないだろうかと考えております。 

 

橋、建物、風力発電等々、点検いろんな分野でドローンが使われるようになってきており

ます。今回私どもが発表、つい今週、１１月２７日にニュースリリースを出したんですが、

自動劣化診断と３D 画像へのロケーションマッピングということで、左側のほうのように、
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建造物の写真をドローンで撮ります。そのドローンを右下のデータセンターのほうに転送

して、そのデータセンターのほうで３D モデルを生成して、その３D モデルの中に劣化状

況をマッピングしていく技術を開発致しました。これによって、ドキュメントがなかった建

物の古い構造物の管理精度が上がります。これで点検の低コスト化、点検者が従来はなめる

ように壁面を見ていたものが、写真から３D マッピングすることで、点検ができてしまうと

いうことを考えております。 ドローンを用いた点検ソリューションの効果ということで、

従来点検、ドローンによる点検、効果、検討項目等々を比較してみますと、ドローンを使う

ことになると何よりも足場を組んだり高所作業車っていうのが必要なくなります。および

目視作業っていうものがドローンによる点検になる。チェックも不良箇所をデジタル管理

する、三次元台帳、これに、もうちょっとすれば劣化箇所を自動抽出する機能なんかも追加

していきます。そして、報告書作成。今まででしたら設計図面に手書きで書いていたような

部分が、すべて電子化されるということで、点検の報告書作成も大幅にコストが削減される

だろうと考えております。 

報告書作成については、定型業務の自動化を支援するソフトウェアロボットも、最近出て

おり、私どもも扱っております。人手で行う作業をソフトウェアロボットに代行させること

で、ロボット導入前、人手でがんばるしかなかった作業が、自動化することによって効率も

半分になるということが言われております。 

 

最後に私ども日立システムズは、全国 300 拠点からお客様をサポートいたします。全国い

つでもどこでも駆けつけられる体制を持っておりますので、まずは日立システムズにお声

がけいただけたらありがたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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17 「コールセンター・アウトソーシングサービスのご紹介」                         

富士通コミュニケーションサービス株式会社 営業本部 営業推進部 部長 小泉実成様 

 

富士通コミュニケーションサービスの小泉でございます。このようなお時間をいただき

まして、ありがとうございます。最初に申し上げたいのは、タイトルにもドローンという文

字が入っておりません。私ども富士通コミュニケーションサービスという会社には、ドロー

ンにまつわる特別なノウハウ、スキル等はございません。今日お話させていただきますのは、

皆さんがドローンでビジネスをされる、ドローンの運用をされる中で、必要となってくる業

務を是非私どもと一緒にやりませんかというお話になります。 

 

 
 

富士通コミュニケーションサービスの概要 

 

最初に会社概要からお話をさせていただきます。富士通と名前がついていますが、富士通

のコンピューターを売りませんし、ソフトウェアの開発、販売もいたしません。名前のごと

く、コミュニケーションを主体としたサービスを提供する会社になります。電話、メール、

チャットなどを利用してお客様へのサービスを行う会社です。94 年の 12 月に米国の会社

とのジョイントベンチャーとして設立。Windows95 発売前の設立になります。パソコン一

人一台になる前からパソコンのサポート始め、インターネット、スマートフォンなど時代の

流れに応じたサポートサービスを提供し続けてまいりました。 
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皆様のビジネスの中でも問合せの電話をいただくのは非常にありがたいことだと存じま

す。しかし、かなりのコストをお使いになっているというのは、何となく皆様感じていると

ころだと思います。一本のお客様からの電話で仕事の手を止め、解決や納得いただくまでに

多くの時間を使ってしまうなんて経験、皆さん心当たりがあるんじゃないでしょうか。コー

ルセンターの運用を受託させていただき、チャットやメール対応をさせていただくことを

中心に事業を展開しております。 

 
 

サポートの重要性 

 

インターネットの時代になり、ネット上でのユーザ同士のコミュニケーションで商品や

サービスの評判や価値が決まって行く時代になりました。 

皆さんもツイッターで、あるメーカーの悪口を言うとすぐその会社からリプライが来た、と

いう経験がある方もいらっしゃると思います。ツイッターや、主たる SNS の中で発言され

ている内容をチェックしまして、私どものクライアントであるお客様の質問に値する内容

か、それからクレームに近い書き込みがあった場合に、オンタイムで反応して、クレームが

大きくなるのを未然に防ぐというようなアクティブサービスがこのごろ盛んに行われてお

ります。しかし、どれも皆さんご自社でやられると人も手間もかかります。私どもの仕事は、

このような人手やコストのかかる部分をアウトソーシングしていただいて、私ども運用の

スキル、今まで培ってきた FAQ などを基にして、高品質で適正なサポートを実現するとい

うのが私どもの仕事の主たるところになります。 
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ドローンを取り巻く環境は様々な分野で活用が拡大し、サポートの重要性は日に日に高

まっていくものと確信しております。お客様が増えている中でサービスというものを作り

上げている中に参画をさせていただきたいと考えているところです。 

 

サービスの差別化は前後にある 

 

サービスの差別化は前後にあると思っております。カスタマーエクスペリエンス（CX）

と言いますが、「お客様にどのような経験価値を提供するか」ということが差別化のポイン

トであると考えています。先に後ろの話をしますが、手厚いサポートはもちろんのこと、お

客様が事の後、どんな書き込みをネットにするか、その書き込まれたデータをどう処理して、

サービス、商品にフィードバックするかということが重要になります。いろんなイベントを

企画されて、実施された、どんな感想をお客様が持ったのかというようなところを、無視し

てはいけないと考えております。前の方ですけれども、ここはどのようなお客様を集めるの

か、ターゲティングや見込み客の囲い込みなど継続性を持ったお客様維持の活動が必要で

す。 
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小さい規模から始めましょう 

 

規模が小さいからと言って、アフターサービスを構築する必要がないというのは間違い

です。事業規模が小さいうちに、ビジネスが大きくなる前に、しっかりとしたアフターサー

ビスを作ることが大事だと思います。一日に３件電話が来ると皆さんのお時間１時間くら

いは簡単に費やしてしまいます。小規模からアウトソースしていただける仕組みも用意し

ておりますので、ご検討ください。 

自治体でのドローンパイロットの管理などでも我々の得意な分野が活かせるかなと思っ

ております。アンケートですとか、パイロットの状況を調べる、情報収集をする、定期的な

SNS への情報発信で、その反応を見る。色々と面倒な事、手間やコストが嵩む事について

富士通コミュニケーションサービスへご相談いただければと思います。本日はありがとう

ございました。 
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18 「損保ジャパン日本興亜のドローンを活用した自治体支援等の取組事例紹介」  

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 保険金サービス企画部 技術部長 高橋良仁様 

 

損保ジャパン日本興亜の高橋です。今日はこのような会にお招きいただきましてありが

とうございます。ところで、私どもは保険会社ですが、そもそもなんで保険会社がドローン

を活用しているのか不思議に思われる方も大勢いるのではないかと思います。 

一方、報道でお聞きになっていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、当社では、

新宿中央公園での実証実験、熊本地震における不明者捜索、消防庁等との連携による防災訓

練、糸魚川大火など様々なシーンでドローンを活用しております。本日はそのあたりの取り

組みについてお話させていただければと思います。 

 

 
 

損保ジャパンがなぜドローンを利用しているのか 

 

当社は現時点で特にドローンを専門としている部署があるわけではありません。私が所

属する部署は、SIU（Special Investigation Unit）と申しまして、全国で発生する自動車事

故の特殊事案を直接的に支援・調査を行う専門チームです。そのチームメンバーが、調査ツ

ールの一つとしてドローンを使っておりますが、今ではその活用範囲が大きく広がってお

ります。 

ドローンは３年前から導入を開始し、今に至っております。活用頻度としては自治体支援
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に関連したものやその他業務も含めると約 150 回出動しており、総飛行回数としては 2000

回を超えております。 

ドローンを自動車の事故調査に使ったそもそもの目的は、空撮データの三次元化です。自

動車事故の解析に使う衝突シミュレーションの地形作成のために使いたかったのが最初の

一歩です。ドローンが撮影した画像から、道路の三次元モデリングを作り道路地形データと

して利用することで非常にリアルな事故現場が再現できます。この取組は約２年前から行

っております。 

実はこれがスタートであって、自治体などへの災害支援は、その後の応用活用として行っ

てきたものです。昨年７月には広域災害等への利活用拡大に関したプレスリリースも行い、

以後、自治体様向けの支援を実施しております。 

 

 
 

 

 

熊本地震不明者捜索・糸魚川市大規模火災におけるドローン活用 

 

その一つが、熊本地震の不明者捜索です。人の立入が危険な、約 130 メートル下方の谷

底にドローンを飛ばし、その映像を確認しました。ここでも、三次元モデリングを使ってい

ます。不明者の車の一部が見つかったのですが、その上に２トンくらいの岩があり、それを

破砕したり運んだりしなければいけない。そのための重機をどこに搬送するかということ
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で、谷底の地形を三次元モデリング化して、機材の置き場の選定などに役立てていただきま

した。さらには阿蘇大橋下流約２キロメートルの谷底を低空飛行した捜索も行っておりま

す。この場合、機体を直接視認することは困難なため FPV での操作になります。他にも熊

本、阿蘇大橋の崩壊部分も三次元データ化しております。高低差約 300 メートル、全長約

１キロの地形です。このデータはグーグルアースなどの画像と組合せて、被災前・被災後の

状況をわかりやすく確認できるようにしました。 

ご存知の方もいるかと思いますが、熊本県ではデジタルアーカイブ事業として、熊本地震

の復興・復旧に関する定点の経過状況をデジタル化して記録を残しております。ＨＰにも掲

載されておりますが、そのドローン映像は、当社が熊本県との防災協定に基づいて撮影した

ものです。 

あとは糸魚川市大規模火災でも当社がドローンを活用した調査を行っております。実機

のヘリからの撮影とは異なり、人では接近出来ない対象物を鮮明に記録出来る機能はドロ

ーンの大きな特徴です。さらに三次元にモデリング化したものを糸魚川市にも提供してい

ます。そのデータからは任意にアングルをかえながら視認することもできますので、実際撮

影したアングルではない視点からも状態を確認することができます。 
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ドローンの映像を有効活用し、迅速な保険金の支払いを 

 

糸魚川大火のように広域に渡って家が燃えてしまいますと、そもそもどこにどの家があ

ったのかわからなくなってしまいますが、ドローンの映像データなどから得られた、燃える

前と燃えた後の情報を比較検討することによって、どこの家が消失しているのかというこ

とが判別することが出来、保険金の支払いにも役立てております。 

 

11 月 7 日の読売新聞をご覧になった方いるかと思いますけれども、迅速な保険金の支払

いのため、九州北部豪雨等の調査にも行っております。まだ３０名くらい行方不明の方がい

らっしゃるなか、発災から５日後の被災地を最大約 2.5 キロまで遠方へ飛行して、流失や埋

没している家を特定して、保険金の支払いに役立てております。当然ここはまだ立ち入り困

難区域でもあるため、お客様としてもご自身の自宅の状況が正確に把握できない方もいら

っしゃる状態下でドローンを用いた調査を行っています。それによって自宅等が流失や埋

没されている状況が確認できたお客様へは、調査から２日後に保険金のお支払い手続きを

行っております。 

 

新宿中央公園における実証実験、実は今日の午前中もこの事前準備のテストで、ここの中

央公園でフライトをしてきました。本番実験では、ドローンに搭載したスピーカーからの音

声誘導や、動画から AI を使って避難者の動性等解析などの実証実験も予定しています。 

ちなみに、工学院大学新宿キャンパスの壁面調査の実証実験も実施済みです。 

 

あとは JUTM の福島ロボットテストフィールドでの運行管理システムの実証実験への参

加などもあります。 

さらに、当社と取引のある㈱NSi 真岡が製作した、ハイブリッドドローンの実務活用を検

討しています。このドローンはガソリンエンジンで発電しながら飛行するハイブリッドタ

イプのドローンです。現状のプロトタイプでは、エンジンによる発電で約１時間、バッテリ

ーを使って約 20 分、合計約１時間 20 分の連続飛行が可能です。 

 

また、東京都と当社の協定に基づきで、飯田橋の駅近くで実施した東京消防庁の総合震災

訓練への協力も行っております。東京消防庁でも初めてになる、都内中心部での震災防災訓

練です。スピーカー付きドローンでの音声による避難誘導の訓練や、実用化試験局の申請協

力を経て上空からＬＴＥ回線を使用したリアルタイムの映像伝送試験なども行っておりま

す。 

このように、当社では様々な方面でドローンを活用しておりますので皆様の記憶にとど

めていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。 
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19 「災害ドローン救援隊 DRONE BIRD が目指す未来」  

DRONE BIRD 渉外担当 福本 塁様                                    

 

ドローンバードの渉外担当をやっています、福本と申します。本日は災害ドローン救援隊、

ドローンバードが目指す未来という題でお話をさせていただきたいと思います。 

私たちが活動しているこのドローンを使った取り組みなんですけれども、みんなで地図

を作るということが、大きなテーマとして挙げられています。この地図を作って一億人全員

伊能忠敬、総伊能化する、こういった大きな目標を掲げまして、現在オープンストリートマ

ップというものを使った取り組みを行っています。 

 

 
 

オープンストリートマップとは 

 

2017 年現在、世界中に 440 万人以上がオープンストリートマップの地図作成のボランティ

アに参加しています。まさに地図のフリーウィキとして言えるんじゃないかと。僕らはこれ

を 1 億人全員が伊能忠敬のように地図を作って、読めて使える、そのような環境というの

を作っていきたい。世界に 70 億人がいますので、この人たちにも地図のリテラシーってい

うものを与えていきたい。誰でも自由に地図を書けて、使えて・・・ この誰というのが、

中に誰が入るのかって皆さんちょっと考えていただきたいんですけど、市民だったり、行政

の方だったり、企業の方だったり、いろんな人・団体が入ると思います。実際、既に多くの
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企業がこのオープンストリートマップを利用しています。許諾不要で商用利用も可能とい

うことで、本当に近年すごく様々な企業さんに取り入れていただいているんですけど、一つ

だけ事例を紹介すると、フェイスブック。災害支援ハブ、クライシスレスポンスっていうの

があるんですが、2017 年 10 月に台風 21 号が日本全国を駆け抜けたとき、自分たちの安否

確認をすると共に、地図上でボランティアのマッチングっていうのが行われていたんです

ね。そのときにも、オープンストリートマップが使われています。 

 

活動の発端は、2010 年のハイチ地震です。地震が起きてから世界中の皆さんで地図を作

り始めました。地図が、ハイチにはほとんどなかったんですけれども、わずか数日で使える

地図を作り上げることができた。地震が起こる前のハイチのオープンストリートマップは

スカスカだったんですけど、これが地震が起こった後に数日間で劇的に情報が加えられて

います。しかも原則オンライン作業なので、私たちが現地に行くことなくこういった地図が

作れるというのが、一つ特徴になるのかなと思います。避難所のプロット等もできますので、

現地での活用が期待できます。とにかく我々は地図を作るために人工衛星、ドローン、紙地

図、使えるものは何でも使います。そういう意味ではドローンというのは一つの手段として、

僕らの中では位置づけられているわけです。 
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東日本大震災など災害時のオープンストリートマップ活用事例 

 

2011 年の東日本大震災のときには、Ushahidi というプラットフォームを使った震災イ

ンフォを使ってオープンストリートマップ、背景地図を作りました。2013 年、伊豆大島の

土砂災害、こちらについても、発災当日の夜には被災エリアの地図というのを公開すること

ができました。地図は地元の観光協会に貼り出され、災害ボランティアセンターでも配布さ

れました。2016 年熊本地震、こちらもクライシスマッピングのタスクとして地図ボランテ

ィア数百名と地図を作る取り組みが行われました。発災前はこのような状況だったのが、24

時間後にこのように、建物情報として入力できました。こういったものが 24 時間できたと

いうのが一つ実績としてあります。特にこの阿蘇大橋など通れなくなった道路や橋をでき

る限りすばやく地図に反映していくといった形で、きちんと皆さんにこの地図を提供して

いくということが僕らのミッションです。 

その中での課題は、発災後の衛星画像、航空写真が、72 時間以内に提供されていない現

状があります。そのときに、この災害ドローン救援隊ドローンバードという取り組みを行っ

ております。アクティブなマッパーズ、マッパーというのは日本各地におりますので、この

人たちがドローンを飛ばして、すぐに空撮画像で地図を作っていくと。撮った画像は、オー

プンエアリアルマップだったり、G 空間情報センター等に、皆さんが自由に使えるようにし

まして、我々はそれを使って地図を作るということに専念します。作った地図というのは、

現地で活躍する救援部隊に送られると。目標は発災２時間後に航空写真を提供することと

いうのが、我々のドローンバードの中でのミッションになります。 
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地方自治体との防災協定とその内容について 

 

2016 年 9 月には、神奈川県大和市と防災協定を締結しました。協定の締結にあたっては、

３つ条件があります。初動はドローンバード側で判断することができる、活動費用や保険は

ドローンバード側で負担する、そして毎年一緒に訓練を実施する、これが３つの条件です。

協定内容はすべて GitHub で公開していますので、皆様是非チェックしてみてください。誰

でも閲覧できます。協定内容もできるだけ具体化して、ドローンで空撮するということと、

地図作りという形で、具体的な内容としています。原則オープンデータです。この撮られた

内容、ドローンに関する防災利用の協定の撮影データっていうのは公開されないっていう

可能性が高いですし、その理由もきちんとあると思うんです。公開することの大切さ、公開

しないことの配慮のどちらもあると思いますが、我々は原則公開するというスタンスに立

っています。行政も市民も企業も最新情報は皆さん欲しいはずです。それを判断するってい

うのは、各々の人たちがそれぞれするべきだと、そういうスタンスでいると。 

 

2017 年 1 月には埼玉県の横瀬町と防災協定を結び、３月には調布市、狛江市と防災協定

を結びました。東京都の府中市、稲城市、多摩市、日野市とも協定を結んでいます。締結済

みの自治体は、全部で８自治体です。現在も多くの自治体と調整を行っております。防災協

定のメリットとしては、航空法の災害時の特例っていうものの適用が挙げられます。締結エ

リアは災害時に限り航空法第 132 条の３、捜索救助等のための特例に基づき活動を実施す

ることができる、こういうのがあるんですね。事前に行政から委託を受けることができて、

取り組みをすることができると。防災協定先との防災訓練には毎年参画するようにして、大

和市では消防の出初式でのドローン飛行、あとは東京消防庁とのドローンバードのドロー

ンコラボ飛行、撮影データもすでに公開済みで、実際のデータの受け渡し方法というのもち

ゃんと訓練で確認する。こういった形でオープンエアリアルマップだったり、G 空間情報セ

ンターだったり、こういったところで既に公開してあるものもありますので、ぜひ皆さんチ

ェックいただきたいなと思います。 

このオープンエアリアルマップのほうはグローバルに発信することでして、国内に発信

するには G 空間情報センター、この GitHub を使う理由っていうのが、タスクをきちんと

割り当てることで、どの部分を作ればいいのかっていいのがマッパーの方が困らないよう

に、きちんとコントロールしていくというのが重要になります。 

 

まとめです。災害対応は、自助、共助、公助、それぞれ大事なんですけれども、この共助

という部分での地図、それを一億総伊能化という形で、我々は今後も取り組みを展開してい

きたいと思います。ぜひ皆さんと様々な連携の可能性があると思っていますので、今後とも

よろしくお願いします。ドローンバードで検索していただけると、動画を見れると思います。

ご清聴ありがとうございました。 
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20 「楽天のドローン事業と空域管理に関する取組み」（講演録未掲載） 

楽天株式会社 新サービス開発カンパニードローン事業部 マネージャー 

楽天 AirMap 株式会社 事業開発部長 陰山貴之様  

 

 

 
 

（本講演録にはこちらの講演は含まれておりません） 
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21 「災害対応における官民連携について〜国立市との協定のご紹介〜」 

株式会社セキド 代表取締役 大下貴之様 

 

株式会社セキドの大下と申します。よろしくお願い致します。これまで皆様の講演を聞か

せていただきまして、感無量といいますか、感慨深く感じております。私どもセキドは DJI

社と 2012 年に代理店契約を結び、DJI 製品の取扱い・販売を開始し、６年目を迎えようと

しております。皆さんドローン、ドローンという言葉を使われていますが、当時は、マルチ

コプターという言葉を使っておりました。まだ目新しいというところが非常に多く、様々な

展示会に出ますと、危ないものを扱ってけしからんといったお叱りをいただいたりしてお

りました。そういった中に今日、これだけ多くの皆様がお集まりになり、ドローンについて

の活用であったり災害対応であったり、地方自治体の取り組みを協議されているのは非常

に素晴らしいと感じている次第でございます。 

 

 
 

国立市とセキドの防災協定について 

 

2017 年３月に国立市と防災協定を結ばせていただきました。実際どういう動きをするの

かというところは、まだこれから市と一緒に協議させていただくところでございます。先日、

防災訓練にも参加させていただきました。こういった活動をする中で、我々が取り組むべき

分野として、まず１番目としては状況確認、２番目には被災前のデータ収集が必要になって
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くるのではないかと感じております。３番目に、あってはならない、あってほしくないです

けれども、被災後のデータの記録ということでの活用を検討しております。被災前のデータ

収集につきましては、今後、三次元写真測量の技術を用いて地方自治体とともに情報の作

成・活用をしていこうと考えております。三次元の測量に関しましてはプロペラ社というオ

ーストラリアのツールを当社は使っておりますので、こういったものを通して地方自治体

と協定を結んだ中にどう活用していくかというところを検討していければと思っておりま

す。 

先ほどまでの皆様の講演の中にもいろいろ３D ソフトのご説明等ありました。当社が扱

うのは、プロペラというオーストラリアの会社ですが、どちらかというと OEM を得意とし

ている企業です。アメリカにトリンブルという GPS が非常に得意な建機機器メーカーがあ

りますが、そういったメーカーにも３D 測量技術を入れているような自社ブランドを持つ

開発メーカーです。 

我々、測量士はまだ社内の中にはおりませんが、知識のない人間でも自動航行で飛ばした

画像をソフトに入れると約１日で３D データができあがるというものになっております。

ソフトは英語ですが、測った地点は全て日本語で記録することができますので、大体１回の

解析が２万円からと、非常に低コストで、クラウド利用の３D ができるものになっておりま

す。こういった３D データを含め、ドローンの防災への有効な活用については、まず行政・

自治体に、何ができるかを知ってもらうことが非常に大切かと感じております。 
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自治体内部の方々のドローンの認知そして企業間の横の繋がりを 

 

防災協定を取り組む自治体の担当のスタッフの方も、ドローンで何ができるか皆さん詳

しくはご存知ない状態です。それをまず知ってもらうというのが、防災協定を結んだ意義の

ひとつかと思っております。また、我々販社としてこういった防災協定を結ぶことにより、

今後、我々のお客様が地方自治体様と防災協定を結ばれる際に、我々が得た知識を共有して

もらえるのではと考えております。 

また、我々一社と国立市との協定ではなくて、国立市も実際いろいろな会社様と協定を結

ばれておりますので、その協定を結んだ民間企業同士のつながりをこれから持たせてもら

えないかという話をさせていただいております。 

有事の際に、我々が提供できる価値をシミュレーションするのが、平時にできること。そ

ういった民間企業同士の横の繋がりを持つことによって、防災の取り組みのシナジーを高

めることが、これからのドローン活用において期待されるところではないかと思っていま

す。 

 

 
 

東日本大震災のとき、私は出張で海外におりましたが、社内の女性スタッフがパニックに

なり、他のスタッフが病院に連れて行くということがありました。大震災が起きたときはま

ず社員を守らないといけない、その中ですぐ緊急事態としてどう民間が動くのか、行政機関

が我々に何を求めるのかというところをこれから協議していく必要を非常に強く感じてお
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ります。 

そういった中に本当に有事の際を見越して確実に実施できるプログラムをこれから作成

にかかりたいと思いますし、今日登壇されていた方、ご来場されている方を含め、民間レベ

ルで一緒に横のつながりを持って取り組むことができれば、また一つ防災という観点から

ドローンを活用したテクノロジー、技術が人の役に立てる時代が来るのではないかと考え

ております。その中に他の自治体の模範になるレベルを目指すというところで、まだまだス

タートしたばかりですけれども、皆様のお力添えをいただきながら、成長していきたいと考

えております。本日はご清聴ありがとうございました。 
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22 「ドローン×ＡＩのリアルタイム映像解析の未来 

～ ドローン映像の配信サービス Hec-Eye のご紹介～」  

株式会社リアルグローブ 代表取締役 大畑貴弘 

 

株式会社リアルグローブの大畑と申します。今日は密度の高いお話を聞かせていただき

まして、僕自身もかなり勉強になっています。なので、自己紹介もかねて色々とお話させて

いただければなと思っております。 

 

 
 

リアルグローブは AI の会社である 

 

さて、リアルグローブは何の会社かといいますと、売上げの 70 パーセントくらいは AI

で稼いでいます。色々な情報処理がございますが、主には画像処理みたいなところをやって、

お金をいただいているという会社です。 

 

元々設立して 10 年になるんですが、何をしたくて立ち上げた会社かといいますと、ドラ

えもんを作りたかったんですね。ですが、10 年前にドラえもんっていうとなんていうか素

っ頓狂なことでした。やっと 10 年くらい経って、だいぶドラえもんの目くらいはできてき

たかなというくらいの技術革新があって、少しずつですがリアリティが出てきています。た

だ、ドラえもんを作ったからといってビジネスになりますかと言われるとツライので、基本
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的には我々がやっているのは人らしき AI ではなくて、どちらかというと人を助ける AI、人

の判断を補助する AI みたいなところを実際にやってきています。 

 

ドローンに関しましては EDAC と二人三脚で色々と進めて参りましたが、やはり自治体、

特に中山間地域の自治体になりますと、どんどん過疎化・高齢化が進み、社会インフラの維

持自体も困難になりつつある状況になってきています。そういったところに我々が培って

きた AI 技術と、あとドローンという新しいツール、IoT ツール、センサーといったものが

どんどん活用できてくるんではないかと思い、元々２年か３年か前くらいに始めたのがき

っかけでした。我々のツールとしては今からご紹介致します Hec-Eye というドローン映像

の配信サービスを提供させていただいております。 

 

 
 

ドローン映像の配信サービス Hec-Eye 

 

基本的には、地図上にドローンが動いていて、そちらからあがってくるデータをリアルタ

イムに解析し、また地図を更新するっていうことをしていく、ビジュアライズができるサー

ビスです。実績としては、EDAC や岐阜大学の医学部と協力致しまして、揖斐川マラソン

などのマラソンの救護活動支援や国プロでの救難救助実証などを実施しました。。スマホか

らも使えるので、たとえばボランティアさんの自転車にスマホデバイスをつけたりして、本

部からでも全容把握ができるというサービスになっています。 
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DJI のサービスとの差別化 

 

ここまでお話させていただきまして、我々は DJI のドローンを使っているんですが、似

たようなサービスが出てきましたねというお話を、色々皆さんご心配していただいている

んですが、我々のほうはやはり AI の会社として、Hec-Eye および Hec-Eye に付属するガ

ジェットの位置づけと致しましては、やはりデータを集めるプラットフォームとしてやら

せていただいております。具体的にはリアルグローブが提供するドローン向けの AI サービ

スというところが我々としては一番狙っている部分でございまして、何をするにしても、ま

ず、データが必要でございます。フライトログとか、飛行ログ、あとは地図情報ですね、オ

ープンストリートマップの情報とかも活用したりしています。。それを解析、予測、補完し

ます。 

 

これは例えばドローンからあがってくるデータって、リアルタイムだとけっこう欠損が

あって、かなり怪しいんですが、それもデータをもとに補完したりしています。それをさら

にビジュアライズをすると。こちらビジュアライズのサンプルの画なんですけど、これは空

撮映像をもとにそこから道を拾ってきて、その道が通行可能かどうかや、被災を受けている

かどうかみたいなものを色分けして、やっている画です。下の画は人を見つけるんですね。

どちらもやっぱり災害や救急救助っていうのをターゲットにした解析技術というのを進め

て参りました。 
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AI とドローンの架け橋になっていくプラットフォーム 

 

我々としては Hec-Eye が AI とドローンの架け橋になっていくプラットフォームに育て

ていければなと思っております。なので、どちらかというとリアルタイムオペレーションを

しながら現場を見える化して、見える化した中のデータを解析して、それを意味づけする。

たとえば災害が発生しました、地図があります、センサーから色々な情報があがってきます、

じゃあそれをただ画像だけであれば人間が見てそれが通行できないと判断するんですが、

それを AI が補完することによって、実際に通れないといった情報になります。それによっ

て通報があった箇所から、実際に通れる道を誘導できます。これらをドローンのオペレーシ

ョン自体も含めて AI が補完すると。で、皆さん自治体の方々が一生懸命態勢を整えて、避

難所が立ち上がるときにはもう既に街の情報は避難所の本部の方々のところに全部ある、

避難経路も全て把握できているという状況になっていくと考えています。たとえば他にも

林班図作成であったり、鳥獣害対策といった、自治体の悩みにも、単純に画像を人が見て判

断するのではなくて、可視映像から、ないし赤外線映像から、ないし何らかのセンサーデー

タによって、そういったものを情報にする、データに意味づけをしてラベル付けをすること

で、可視化して、人間の判断を助ける、そういった大量のデータの中から意味のあるデータ

をちゃんと抽出していくっていうところを我々としては重きを置いて今後やっていこうと

思っています。 

 

AI のトータルパッケージサービス 

 

現在リアルグローブは AI といっておりますが AI にも色々ございまして、かなり特定の

ジャンルの AI しか我々持っておりません。３D 化であったりとか、そのほかの特定のソリ

ューション、たとえばこの用途に使える AI とか、大体今の AI の世界っていうのは単機能

であったりするので、我々としてはそれらをまとめて自治体様にご提供していくソリュー

ションにできればなと思っておりますので、ものを含め、ものやソフトウェア、そういった

ところを含め、さらに裏側の解析技術も含めですね、トータルパッケージとしてお客様に提

供できるよう、様々なパートナー様と連携していきたいなと考えています。なのでドローン

をちょっと使っていたり、ドローンのお客様を相手にしていて、ちょっと AI 使ってみたい

よとか、AI のニーズがあるんじゃないか、ないし、もっとこういうデータがあれば作業が

楽になるのにとか、もう一歩なんだよというところのニーズがございましたら、リアルグロ

ーブまでお声がけいただければ、我々けっこうフットワーク軽く動いておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。以上です。今日はありがとうございました。 
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23 主催者まとめ 

一般社団法人 EDAC 理事長 稲田 悠樹 

 

 
 

本日は非常に長丁場、ご来場の皆様、そしてご講演いただいた皆様、本当にありがとうご

ざいました。私自身本当に勉強になりまして、ドローンの広さと深さを知ったというような

場になったのではないかなと思っております。そして、この後懇親会もございますので、ぜ

ひまた皆様と色々とお話をさせていただければなと思いますので、今後とも何卒よろしく

お願い致します。本日は本当にありがとうございました。 
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