
自治体は災害から学び
防災リーダーとなる使命を持つ

｜ 岩手県岩泉町　佐々木 重光／武田 勝磨

INTERVIEW-01

17 日間の調査が１日に！ コスト９割カットを
実現した森林管理のドローン活用法来

｜ 静岡県農林技術研究所　星川 健史

INTERVIEW-02

働き方改革や災害対策は
最先端技術の発展と共に進化していく

｜ �株式会社インフォメーション・ディベロプメント 
渡辺 暁／神沼 直人

INTERVIEW-03

西日本豪雨の経験から
防災分野でのドローン有用性を確信

｜ 愛媛県宇和島市　山下 真嗣／山内 伝一郎

INTERVIEW-04

南海トラフ地震に備えろ！
オール豊橋で挑む防災・減災対策

｜ 愛知県豊橋市　安井 祥哲／高橋 拓也

INTERVIEW-05

9 割が森林、人口密度は最下位
那賀町が目指す日本一ドローンが飛ぶ町

｜ 徳島県那賀町　田和 隼人

INTERVIEW-06
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特　集 被災地に鮮度の
い い 地 図 を

｜ドローン映像のデジタル３D化

NPO法人 クライシスマッパーズ・ジャパン
理事長　古橋 大地
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09 17日間の調査が１日に！
コスト９割カットを実現した
森林管理のドローン活用法

02

静岡県農林技術研究所
森林・林業研究センター 主任研究員　星川 健史

12 働き方改革や災害対策は
最先端技術の発展と共に
進化していく

03

株式会社インフォメーション・ディベロプメント
サイバー・セキュリティ・ソリューション部
フェロー　渡辺 暁
次長　　 神沼 直人

18 南海トラフ地震に備えろ！
オール豊橋で挑む防災・減災対策

05

愛知県豊橋市
防災危機管理課　 安井 祥哲 

高橋 拓也

21 9割が森林、人口密度は最下位
那賀町が目指す日本一ドローンが飛ぶ町

06

徳島県那賀町
まち・ひと・しごと戦略課 
ドローン推進室 主事補　田和 隼人

活用事例インタビュー

06 岩手県岩泉町
危機管理監　　　佐々木 重光
危機管理課 主査　武田 勝磨

自治体は災害から学び
防災リーダーとなる使命を持つ

01

被災地に鮮度のいい地図を
―ドローン映像のデジタル３D化

特定非営利活動法人
クライシスマッパーズ・ジャパン
理事長　古橋 大地 

被災地に鮮度のいい地図を／ドローン映像のデジタル３D化

特定非営利活動法人
クライシスマッパーズ・ジャパン

理事長　古橋 大地

災害が発生したとき、空撮画像・映像をもとに遠隔で地
図を作る意義は大きい。クライシスマッパーズ・ジャパ
ンでは、世界中のマッパーたち、公的機関や民間企業
と協力体制をとり、迅速にクライシスマッピングを行い、
発災後の地図を提供することを目指している。

災害時にいかに素早く
地図を更新できるか
ドローンバードの挑戦

【クライシスマッピングへの目覚め】

2010年のハイチ地震で認識した
オープンストリートマップの価値

―まずはクライシスマッピング、そしてクライ

シスマッパーズ・ジャパンについて教えて下さい。

そもそも理想的な地図というのは、常に最新の

情報に更新されているものです。通りの向こうに

コンビニがオープンした、新しい道路が開通した

等、町は常に変化していくもの。紙の地図は印刷

した瞬間に古くなってしまい、即時に更新するこ

とができないため、いつでも更新できるデジタル

地図の有用性は非常に高いのです。

クライシスマッピングは、「市民参加型のクラ

ウドソーシング被災地図情報支援」と言われてい

ますが、災害時は、河川が氾濫したり道が遮断さ

れたりと等町の様相が大きく変わるため、フレッ

シュな地図が求められます。昨日まで通ることの

できた道が突然使えなくなってしまうほどの大き

な変化が起こったとき、被災状況を素早く地図に

取り込めるような体制を作り、提供するのが我々

クライシスマッパーズ・ジャパンの活動です。

―クライシスマッピングの成り立ちにオープ

ンストリートマップが関係していると聞きました。

2004 年に設立されたオープンストリートマッ

プという地図コミュニティがあります。アカウン

ト登録をすれば、誰でも編集でき、閲覧だけであ

れば登録なしで利用できる世界的なオープンソー

スの地図プラットフォームです。2008 年に日本

人のコミュニティが立ち上がったときに初期メン

バーとして加わり、最初は 10 人程度で活動して

いました。

そんな中で 2010 年１月にハイチ地震が起こ

り、元々緻密な地図が形成されていなかったエリ

アが大災害に見舞われたことで、遠隔で地図を作

る動きが起こったのです。

15 西日本豪雨の経験から
防災分野でのドローン有用性を確信

04

愛媛県宇和島市
防災危機管理課 課長　山下 真嗣

主任　山内 伝一郎
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―ハイチの地図はどのように作られたのですか。

世界中にいるオープンストリートマップのメン

バーが一丸となり、衛星画像や航空写真をもとに

して一斉に情報を入力しました。その結果、地震

発生から１週間ほどで詳細な地図が出来上がった

のです。この頃のオープンストリートマップは普

通の商用地図に匹敵するようなレベルには達して

いなかったので、ある意味マニアックな世界でし

た。しかしハイチ地震を機にオープンストリート

マップの価値が認識され、今では世界中で 600

万人近くの人々がマッピングに参加しています。

災害時には各種対策を立てるためにも地図は必要

不可欠ですし、町の様相も大きく変化するため最

新の地図が必要になります。ハイチ地震でオープ

ンストリートマップを役立ててもらえた経験から、

僕自身も遠隔で地図を作ることの大切さを教えら

れ、今の活動のベースとなっています。

【台風15号のドローン隊出動】

災害支援に特化したNPO法人設立と
災害協定によって実現した機動力

― NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン

設立の経緯を教えてください。

前述した経験から、オープンストリートマップを

被災地支援として本格的に活用していきたいと思い

ました。海外ではイギリスに本部を置くオープンス

トリートマップ財団とは別に、オープンストリート

マップを活用した人道支援活動に特化したNGO（非

政府組織）として Humanitarian OpenStreetMap 

Team（HOT）を設立し、有事に迅速な対応ができ

るようにしています。クライシスマッパーズ・ジャ

パンもその例に倣う形で、2016 年に法人登記をし

ました。

―具体的な活動内容は。

普段使いのオープンストリートマップの作成は

もちろん、作った地図を使ってリアルなシミュレー

ションができる災害訓練「すごい災害訓練」も行っ

ています。最近では企業や自治体、海外から来る

仲間と一緒にフィールドワークをして地図を作る

「マッピングパーティー」の活動が盛んですね。

また、ハイチ地震のときがそうであったように、

遠隔で地図を作る際には衛星画像や航空画像が元

になるのですが、近年はドローンで撮影した画像

が非常に重要な位置付けになってきています。当

法人でもドローンを使った取り組みを一つのプロ

ジェクトとして設けており、災害ドローン救援隊「ド

ローンバード（DRONE BIRD）」という名称で、災

害時の活動や定期訓練をしています。2019 年９月

の台風 15 号による災害では、千葉県君津市でド

ローンによる空撮を行いました。台風の襲来から

一夜が明けて、現地の大変な被災状況がわかった

あとすぐにチームを作って翌朝に現地に入りし、午

前中のうちに撮影を終えて、夕方には SD カードに

コピーした撮影データを市役所に納品しました。

―迅速な対応ができた秘訣は。

事前に災害協定を締結していたことです。ド

ローンの航行には法律のハードルがありますが、

協定を結んでいれば、航空法 132 条の３に該当

する「災害時の特例」に当てはめてもらえます。

災害協定がなかったら君津市での撮影は実現しな

かったでしょう。さらに、災害時発令を待ってい

たら時間をロスしてしまうので、我々の協定書に

は「災害発生時には自主的な判断に基づいて活動

すること」を明記しています。君津市との協定に

も「自主的に」という条件があったので、メール

での通知のみですぐに現地に入りました。

【現状の課題と今後の展望】

災害時、真に役立つ
クライシスマッピング活動を行うために

―台風 15 号のドローンバード出動で見えた今

後の課題はありますか。

民間団体である我々が災害時に迅速に動けるよ

うにするためには、航空法の壁をクリアする必要

があります。そのために、ここ数年間はなるべく

広いエリアの自治体と災害協定を結ぶことに注力

していました。君津市と隣接している自治体とも

協定の話はあったのですが、締結まで時間がかか

り、台風 15 号でのドローン空撮は叶いませんで

した。災害協定では複数の自治体が面的につなが

ることが大事だと考えています。隣接する市町村

の両方と協定を結びながらエリアを拡大していけ

ば、より効率よく撮影することができますから。

自治体が横のつながりを持つことは、双方にとっ

て圧倒的にメリットが大きいと思います。

―クライシスマッパーズ・ジャパンの今後の

展望をお聞かせください。

災害発生時、各行政やボランティア等が適切な

災害対応プランを立てて遂行していくために、地

図は欠かせないツールです。しかし、災害時に本

当に役立つクライシスマッピングを行うためには、

いかに素早く最新情報を取り込み、被災による町

の大きな変化にも対応した地図を提供できるかど

うかが鍵になります。そのための体制を作り、常

にフレッシュな地図を提供していくことが我々の

使命だと考えています。

マッパーの輪を広げながら鮮度の高いクライシ

スマッピングを行っていくことはもちろん、さら

に多くの自治体と災害協定を締結していくことや、

現場の最新情報を撮影・共有してくれるドローン

パイロットの育成にも、引き続き取り組んでいき

たいと思います。

また、ドローンの空撮画像も含めて、一般市民

の方々も素早く最新の情報を受け取れるような形

にしていきたいです。災害が起こったとき、現場

の状況把握や判断にクライシスマッピングの活動

を役立ててもらうためには、撮った画像や作成し

たデータを素早く、より多くの人々に共有するこ

とが一番大切なことだと我々は考えているのです。

プライバシーの保護とのバランスを取りながらで

はありますが、我々の活動はすべて『公開』を前

提にして参加者を募っています。

（取材日／ 2019 年 10 月 24 日）

地理学を専攻し、人工衛星から地上を観察するリモートセンシングの技法を研究し
ていた古橋先生。現在は教え子である大学研究室の学生とも活動を進めている

ハイチ地震の際に作られたオープンストリートマップ。世界中のマッパーの力で約１週間という驚異的なスピードで完成に至った

空撮画像を共有するプラットフォームにはオープンエアリアルマップを使用。撮影データはここに公開し
つつ、停電等にも備えてオフラインでも閲覧できるようPix4DReact 等最先端ツールも導入している

▶特定非営利活動法人 クライシスマッパーズ・ジャパン
〒 182-0022 東京都調布市国領町三丁目４番地４１号
メールアドレス／ info@crisismappers.jp
URL ／ https://www.facebook.com/dronebirdproject
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有事に避難を優先しなければならないこともあっ

たため、伝達手段を Web 化し、Web 上で一目瞭

然でわかるようにしました。また、緊急時の連絡

手段として６地区に２台ずつの衛星電話を配備し、

消防団の車載無線に加えて携帯型無線機を大幅に

増設しました。

ソフト面では、防災・減災に関する組織の充実強

化に注力しました。危機管理監及び危機管理課の

設置もその一つですし、従来の縦割り組織では機

能性に欠けるので、災害対策本部長たる町長を補

佐する「本部支援室」を組織し、私が支援室統括

に就任しました。本部支援室は、いわば災害対応

の専門スタッフです。この先、行政に防災・減災

のスペシャリストは絶対に必要なので、訓練や全

体への研修も行っています。

有事の際の連絡部分では、担当課職員の連絡順を

決めて一覧表を作成。この表は災害時に限らず、

熊の出没等の事件発生時及び通常の行政相談にも

運用できます。また、災害時には役場の５箇所の

支所が災害対策本部の地区支部となるのですが、

災害時における支部職員の職位を明確にして体制

を強化しました。さらに、全消防団員からアンケー

トを取り、土砂災害対応マニュアルを全て作り直

して全消防団員に周知したほか、地区防災計画も

大幅な改正をいたしました。

―地区防災計画の変更内容とは。

佐々木　岩泉町では自主防災組織が６地区に分か

れているため、６地区すべてに各々の地区防災計

画を作りました。地区防災計画の充実強化は国か

らも推奨されていますが、岩手県内において町全

域で地区防災計画を作っているのは岩泉町だけで

す。又、町そのものの地区防災計画の大幅な改正

についてはその内容を周知するために各地区をま

わり、改正内容や台風第 10 号災害についての説

明も行いました。さらに、2018 年からの３年計

画で、町で予算を負担して町民の防災士資格取得

を推進しています。目標は 200 人到達。さらに、

トップマネジメントが重要なので、町長や議員の

方々には全員取得を目指しています。

―岩泉町のドローン導入のきっかけは。

武田　2018 年１月に、鹿の生息域調査等、農林

水産・鳥獣被害対策分野でのドローン導入が正式

決定しました。活用しながら操縦者６名を育成し、

同年 11 月に岩泉町のドローン隊「ブルードラゴ

ン」を発足しました。

佐々木　時を同じくして、私は二つの災害の経験

を通じてドローンの必要性を強く感じていたので、

消防防災分野でも活用できないか協議を始めたの

です。当時私は消防署長であり防災課長でもあり

ましたので、消防署でも実証実験を行い、ドロー

ンの必要性、有用性の認識を広めました。

―隊員の選抜や運用開始時のことをお聞かせ

ください。

武田　私のほかに、消防防災課兼務の消防職員２

名、役場職員３名で構成されています。発足時に

は既に防災分野での活用を視野に入れていたので、

災害時に役場全体で対応できるよう、役場職員３

名についても消防団に所属している人、かつ若い

【ブルードラゴン隊の発足】

ドローン導入と同時に
運用の幅は、防災を含む多分野へ

―岩泉町の特徴や地域の課題についてお聞か

せください。

佐々木　岩手県の中でも広大な町であることと、

山々に囲まれた中に二本の二級河川（安家川、小

本川）があります。平坦な土地が少ないので、集

落は川沿いに多いですね。昭和 31 年の町村合併

当時に２万人以上だった人口が、現在は半減して

１万人を切っています。過疎化対策として、日本

三大鍾乳洞の一つである龍泉洞を拠点とした観光

産業、畜産を活かした乳業、きのこの栽培等、第

３セクターに力を入れています。

―防災面ではいかがですか。

佐々木　岩泉町は近年、短期間で二つの大災害に

見舞われました。2011 年の東日本大震災と、

2016 年の台風第 10 号です。大震災が沿岸地域

を中心とした災害であったのに対し、台風第 10

号は町全域を直撃したため、町としてより大きな

被害を被ったのは後者です。大震災を機に町民の

防災意識は高まっていましたが、台風第 10 号で

更に強固になり、町民一丸となって奮闘しました。

当時、私は消防署長として災害対応に携わりまし

た。万全を尽くしましたが、警察や消防との連携

や行政自体の機能についても、課題が残ったのは

事実です。

―町の政策に変化があったと伺いました。

佐々木　災害後に就任した新町長の主要政策のな

かに「防災・減災」が大きな柱として掲げられ、

政策そのものが大きく見直されました。

ハード面では、雨量計を 12 箇所に設置していた

のですが、計測と伝達を人の手で行っていると、

【岩泉町の概要】

岩泉町を襲った二つの大災害を機に
強固な防災意識が宿る

【防災時の政策・組織改革】

被災で浮かび上がった課題をもとに
岩泉町の防災改革がスタート

自治体は災害から学び
防災リーダーとなる
使命を持つ

大災害を経験した岩泉町は、防災分野で革新的な変化を遂げた。ドローンを含めた災害対応ツールを有効に
機能させていくためには、何が必要なのか。実体験から語られる防災現場の課題や、災害対応の最前線で得た
学びを集約し構築された防災体制の現在を紹介する。

岩手県岩泉町
危機管理監 佐々木 重光（左）

危機管理課 主査 武田 勝磨（右）

2016 年の台風被害の様子。災害の経験から町全体に高い防災意識が根付いた

ドローンに精通していた武田氏（右から３番目）を軸に、消防職員及び消防団
員でもある役場職員を集めてブルードラゴン隊を結成

観光名所である龍泉洞（第二地底湖）
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人という方針で選びました。５名の訓練は民間に

委託し、指導者を岩泉町に招く形で行いました。

佐々木　運用については、ドローンにおける防災

活用の先進地である静岡県焼津市に依頼して資料

をご提供いただき、活用要領や隊員育成の在り方

について学ばせていただきましたね。

―「ブルードラゴン隊」の活動内容を具体的

に教えてください。

佐々木　農林水産・鳥獣害対策、観光 PR 等の一

般行政、災害行政、町民へのサービスという三本

の柱があります。復興状況の情報収集にも活用し

ているほか、それらの情報を町が住民に発信する

際に、文字だけではなく「見える化」するための

手段としてもドローンは有用なので、広報分野に

も積極的に取り入れています。

武田　広報紙にも掲載しており、賞を取ったこと

があります。教育委員会から要請を受け、台風の

あとに現れた古い地層の撮影等も行いました。

―防災分野におけるドローンの必要性とは。

佐々木　東日本大震災と台風第 10 号災害の際に、

災害を上空から俯瞰的に見る役割を担ったのはヘ

リでしたが、ドローンなら要請にかかる時間もな

く小回りがききます。また、消防署長時代に、た

けのこ採りに行って行方不明になっていた方を発

見したものの、救急車に乗せた途端に心臓が止

まったという事案がありました。あと 10 分早く

見つけていれば救えた命。この数分が人の命を左

右するのです。このときほど水平的な捜索の限界

を感じたことはありません。同様のケースでは、

ドローンが大いに役立つことでしょう。

今後は早期発見に役立つ赤外線カメラの導入や、

ドローンで撮った映像をリアルタイムで見ること

のできるシステムの導入も検討したいです。現地

に行かなくても本部で全ての情報をキャッチして

指示を出せることは大きいですよ。災害現場では、

俯瞰的に得た情報をいかに素早く集め、住民に発

信できるかが勝負ですから。

―現在、運用や訓練の遂行はスムーズですか。

武田　訓練は通常勤務の合間に行いますので、最

初は特に苦労しました。しかし、防災意識が役場

全体に浸透していることもあり、各担当課の課長

にも快く理解していただけるので、とても有難く

思っています。月に一度は必ず全隊員が集まって

訓練を行うことができています。

佐々木　運用要綱を作り、訓練についても明確に

定めているのです。特に災害時には迅速な行動判

断が欠かせないので、外部団体と協定を結ぶより

も自前の運用が望ましい。そのためにはしっかり

とルールを作って体制を整えなければなりません

し、各方面に周知させていくことも重要です。橋

や道路を作るのは簡単ですが、一人ひとりの心の

壁、確固たる防災意識を作るのには時間がかかり

ます。私はこの意識改革にこそ、力を入れていき

たいのです。

また、私は人命救助に市町村の垣根はないと思っ

ているので、他団体からドローンの要請があれば

町長確認のうえで迅速に出動します。その旨も、

しっかりと要綱に書き込んでいます。

有事の際に一丸となるためにも、自治体が先行し

て災害から学んで防災リーダーとなり、さらに      

は町民と一緒に学んでいく姿勢が大切なのではな

いでしょうか。

（取材日／ 2019 年５月 30 日）

【ドローン導入における工夫】

ドローンの導入と同時に
飛行隊を結成して利活用を意識

―星川さんのご経歴とセンターの概要を教え

てください。

森林・林業研究センターは静岡県の組織で、私

は県の職員として勤務しています。大学時代から

森林に関わる分野の研究に携わっており、県の職

員になってからは 12 年が経ちますが、延べ９年

間こちらのセンターに在籍しています。研究員は

13 名。「森林を守り、育て、活かす」というキャッ

チフレーズのもと、５つの役割を果たすための調

査研究を行っています。

―５つの役割について詳しくお聞かせください。

１つ目は、苗木から立派な木を育て、森を育て

る「森林育成」。２つ目は、木材やシイタケといっ

た森の恵みを有効に使う「森林資源利用」。３つ

目は、各所から受けた相談への対応や、広報紙等

を通じて発信していく「技術指導・情報提供」。

４つ目は、地域の皆さまに森の大切さを学んでい

ただくための「森林環境教育」。５つ目の「委託

検定」では、民間の企業等から受託して木材の試

験や種の発芽試験等を行っています。

―松枯れ調査を始めたきっかけは。

県の行政機関からの要請です。海岸近くの農地

や住宅を飛砂・飛塩から守る海岸林の松枯れ調査

をしてほしいという依頼がありました。調査は浜

松市南区と袋井市の海岸林で、2016 年 10 月か

ら 2019 年３月まで行いました。

松を枯らす原因であるセンチュウが健康な松に

移ると、また次の年に別の木を枯らします。この

サイクルを断つことが重要で、毎年夏の終わりか

ら春先にかけて、枯れた木を見つけて伐採する必

要があるのです。従来は調査員が森林に入り、枯

【森林・林業研究センターの役割】

森林を守り、育て、活かす
研究成果は広く開示するスタンス

【松枯れ調査にドローンを導入】

効率的な調査により
コストや時間が大幅に削減

ドローンを用いた松枯れ調査は実用可能な段階にあり、スギやヒ
ノキへの応用も始まっている。森林を効率的に管理し、その価値
を高めていくために、ドローンをはじめとした最先端技術はどう活
きるのか。静岡県森林・林業研究センターの星川氏に話を伺った。

▶岩泉町役場
〒 027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑 59-5
TEL ／ 0194-22-2111
URL ／ https://www.town.iwaizumi.lg.jp/

17日間の調査が１日に！
コスト９割カットを実現した
森林管理のドローン活用法

02
静岡県農林技術研究所
森林・林業研究センター
主任研究員 星川 健史

山間部のフライトに関する
安全管理面についての情
報提供も行っている

橋や道路を作るのは簡単ですが、一人ひとりの心の壁、確
固たる防災意識を作るのには時間がかかると語る佐々木氏
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学ばない領域なので、研究の傍ら運行マニュアル

を作り、林業関係者への情報提供も行ってきました。

また、最初は衛星画像解析の業界標準であった

マルチスペクトルカメラを使ったのですが、小型

のカメラに多くのセンサーを搭載する分、画質や

画像の歪みを犠牲にしている部分があり、その後

の解析に悪影響が出てしまいました。壁にぶち当

たっていたときに、普通のカラー画像から植生指

数を計算する方法が海外の論文で紹介されている

ことを知り、試してみるとうまくいきました。汎用

性の高い機体とカメラで撮影できるのは、行政機

関等において多分野で活用するためにも好都合な

ので、この成果には非常に意義があったと思います。

―松枯れ調査で得た成果を、今後どのような

分野に展開していきたいとお考えですか。

本研究で構築したプログラムは、設定値を置き

換えることで松以外にも応用できるので、スギや

ヒノキにも使っていく計画があります。

当センターの「森林を守り、育て、活かす」と

いうキャッチフレーズの「活かす」という部分は、

行政からも強く求められています。10 年ほど前

までは「環境保全」が重視されていましたが、当

時植えられたスギやヒノキが育ち、それを活用し

ながら森を健全に再生していこうという価値観に

変わってきているのです。

そのための第一歩は、山にどれくらいの木があ

るのかを把握すること。私たちはドローンを使っ

てスギとヒノキを正確に見分け、それぞれの資源

量を測る取り組みをしています。単体で森林を形

成する松に比べると難易度は上がりますが、同じ

場所に生えている木に対しては複合的な解析がで

きないと、活用の幅が狭くなってしまいます。ま

だ道半ばではありますが、松枯れ調査も含めて、

今後さらに精度を高めていきたいです。

―最後に、他の自治体様や業界関係者様への

アドバイスをお願いします。

松枯れ調査は、ごく一般的な 4K カメラを搭載

したドローンと PC、解析用のソフトがあれば可

能です。私たちが独自に開発した部分については、

プログラムとして無償で提供することができます

し、マニュアルどおりに操作すればどなたでも使

える実用段階まで来ているので、ぜひ導入してい

ただけたらと思っています。

ドローンは森林の管理に非常に役立つツールだ

と思いますし、コストや時間、人員を大幅に削減

することも可能です。森林を守り、価値を高めて

いくために、どんどん活用してもらいたいです。

私たちは、皆さんのリクエストに対してベスト

なアプローチを考えながら、課題解決のお手伝い

をしたいと考えています。民間、行政、県内、県

外を問わず、どうぞお気軽にご相談ください。

（取材日／ 2019 年 7 月 17 日）

【森林管理の今後】

ドローンを活用して
森林の価値をさらに高めていく

れた木に一本一本マークをつけていくという方法

がとられていました。

―ドローンを使おうと思った理由は。

上空からの松枯れ調査は、航空機や衛星画像を

使ったリモート・センシング分野では既に行われ

ていましたが、費用もかかるし、いつでも必要な

ときに調査できるわけではないという問題があり

ました。そこで、ドローンを使えばより効率的に

調査ができるのではないかと考え、導入に着手し

たのです。　

ドローンを使うことで、調査員が森林に入って

枯れた木に一本一本マークをつけていくという従

来の方法と比較すると、資材費や解析費を含めて

考えても８割９割のコスト削減が実現しています。

また、調査にかかる時間や山に入る技術者の数も

大幅に削減することができます。人の手では

50ha あたり 17 日間ほどの日数が必要でしたが、

ドローンを使った当センターの手法で行えば１日

で終わります。森林での調査は非常に大変で、技

術者も不足していますので、コスト以外の面でも

大いに貢献できるのではないでしょうか。

―ドローン導入当初のことをお聞かせください。

まずはドローンを飛ばして必要な画像を撮る技

術が必要なので、私を含めて３人のメンバーがス

クールに行きました。ちょうどこの時期、静岡と

浜松にスクールが開校されたので、良いタイミン

グでした。

世間では少しずつドローンの認知度が高まって

きていましたが、本当に初期からではなく、調査

のツールとして「使える」段階まで来てから導入

に踏み切りました。機体やカメラの価格、カメラ

の解像度、操縦、プログラム飛行のソフトウェア、

これらの条件が揃って、松枯れを自動的に判別で

きるというゴールが見えてからの決断です。

―調査はどのように行うのですか。

ドローンで上空から撮影して集めたデータを加

工して、枯れた松を判別しながら位置を特定しま

す。具体的な手順は、まずフォトスキャンや

Pix4D といったソフトで三次元モデルを生成し、

「単木抽出」と言われる技術で三次元モデルから

木の位置を検出します。別途、画像から植物の色

素を検知する「植生指数」を計算し、先ほど検出

された木の位置の植生指数を集計して枯れの判定

を行います。この一連の作業をプログラムとして

実行すれば、枯れた松のマップをほぼ自動で生成

することができます。なお、単木抽出という解析

技術は、世界中で研究されていて、私も名古屋大

学との共同研究で松の木に合った計算プログラム

を構築しました。

―ご苦労されたポイントと、その打開策は。

当時はまだ安全管理の規定等も整っていなかっ

たので、ゼロからのスタートでした。高低差が激

しく障害物が多い、さらに天候の影響も受け易い

山でのフライトは特殊です。スクールでも深くは

【ドローンを用いた松枯れ調査方法】

ゼロからのスタート。
試行錯誤の末に得た研究成果とは

プログラムの設定値は粘り強く探していく必要がある

〈左〉松枯れ調査の判別結果（健全木：
黒、被害木：白）現在の精度は約 83％
／〈右〉樹種の判別（スギ：黒、ヒノキ：
白）現在の精度は約 85％

研究で得られたノウハウは業界に普及する

▶静岡県 森林・林業研究センター
〒 434-0016 静岡県浜松市浜北区根堅 2542-8
TEL ／ 053-583-3121
URL ／ https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-850/
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IDEye の特徴です。弊社の経営理念は「ワクワク

する未来づくりに貢献すること」。未来を担う若

手に、この理念に基づいた新しいサービスを考案

してもらおうと、研修の一環として社内コンペを

開催したところ、渡辺の提案した IoT の企画が選

ばれ、開発が始まりました。

渡辺　「スマートグラスを利用したサービスを」と

考えたのですが、一案であった AR（拡張現実）は

サービス化が困難だったため遠隔支援に照準を定

めました。デバイス選定等に苦労しましたが、試

行錯誤を重ねて昨年３月にリリースに至りました。

【IDEyeの活用事例と可能性】

建築・土木、公共事業、防災まで
5G時代の到来を追い風に

― 近い将来に始まる 5Gと事業の関連はいか

がですか。

神沼　弊社では IDEye を含め、いくつかのプロ

ダクト・サービスについては、5G を前提とした

開発を行っています。今は LTE 回線を使ってい

るので、場所によってはセッションを切らさない

ためにあえてアプリ側で解像度を落とすこともあ

ります。5G の時代が来れば、このようなシーン

がほぼ解消され、業務の補助的ツールとしてでは

なく、IDEye ありきの業務フローが実現できるよ

うになります。地理的・物理的な場所の概念を飛

び越えた仕事の組み立て方が可能になる未来が、

数年後には確実に来る予感がしています。

― IDEye の活用事例を教えてください。

神沼　建設系のお客様が多いです。二人一組で現

場に出かけて工事状況を確認していたようなシー

ンで、一人はオフィスで映像を見ながら確認でき

るようにする等、有効活用していただいています。

土木系の企業からは、道路工事に必要な官公庁の

チェックを、日程を調整して現場に同行してもら

うのではなく、IDEye を使って効率化したいとい

う声もあります。

―自治体での活用についてはいかがですか。

神沼　災害対策にお使いいただけるのではないで

しょうか。特に地方の自治体では非常に有効な

ツールになると思います。IDEye で使っているリ

アルウェア社のデバイスは暴風雨の最中でも問題

なく使えますし、粉塵も完璧にシャットアウトし

ます。－ 20℃から 50℃まで対応しており、海外

では砂漠地帯や寒冷地でも使われています。衝撃

にも強く上位機種には防爆対応のモデルもありま

す。また、音声コントロールなので両手が空くと

ころも、災害時には非常に有用かと思います。

それ以外にも、市街地から離れた場所での行政

サービス支援や、環境保全や交通対策、都市景観

や施設整備など、これまで写真で状況を把握して

いたシーンを映像に置き換える、といった使い方

もできると思います。

―自治体・公共向けに推進している取り組み

はありますか。

神沼　国土交通省の NETIS［ネティス］（公共事

業における新技術活用システム）への登録申請を

検討しています。登録すれば公共事業や建築土木

にもっと活用していただけるのではないかと考え

ています。

―現ユーザーからの反応は。

神沼　映像が非常にクリアであると好評です。慣

れていない方でも使いやすいようにシンプルな作

りになっているので、導入後の活用もスムーズで

す。ただ、機能をグッと絞っているため付加機能

【会社概要】

50年先の未来を見据えた
テクノロジーへ

―御社の沿革や事業内容を教えてください。

神沼　1969 年の創業から 50 周年を迎えました。

創業当初はキーパンチャーのビジネスから始まり、

今ではコンサルティング、システム運用、アプリ

ケーション開発、インフラ構築・設計等、幅広い

IT サービスを展開しています。主力ビジネスはシ

ステム運用ですが、最近ではサイバーセキュリ

ティやクラウドをはじめ、AI や IoT 等の最先端テ

クノロジーを使ったサービスに力を入れています。

―お二人のご経歴をお聞かせください。

神沼　入社後はシステム開発部門に配属になり、

金融機関への常駐 SE を経て、サイバー・セキュ

リティ・ソリューション部に転属してインフラ側

のエンジニアとなりました。2015 年からはマー

ケティングや営業を担当しています。

渡辺　新人からシステム開発部門に入り、アーキ

テクトの仕事をメインとして、フレームワークの

作成やプロジェクトマネージャーも経験しました。

システムインテグレーターとして技術全般の支援

や実践案件に携わっていましたが、次第に事業範

囲が広がり、現在は IDEye 開発のきっかけとなっ

た先端技術部を担当しています。

― IDEye は、どのようなソリューションですか。

渡辺　スマートグラスを使って遠隔地の作業者を

サポートする遠隔支援サービスです。スマートグ

ラス越しにテレビ会議をするようなイメージで、

遠く離れた場所から現地の映像や音声を共有し、

現地から本部に指示を仰いだり、本部から現地の

作業チェックをしたりすることもできます。

神沼　若手社員を集めた研修から生まれたことも

（株）インフォメーション・ディベロプメントが、
ここから先の 50 年を見据えて着手したのは、
最先端技術を駆使したサービスの開発。遠隔
支援ソリューション“IDEye”が、働き方改革
や災害対応等、あらゆる分野に新時代の到来
を告げる狼煙をあげた。

働き方改革や災害対策は
最先端技術の発展と
共に進化していく

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

次長 神沼 直人（右）

サイバー・セキュリティ・ソリューション部
フェロー 渡辺 暁（左）

様々なシステムの利用には ID
とパスワードの入力が一般的
です。しかし、現場での利用
を考えると文字の入力は無視
できないストレスになります。 

「IDEye」は QR コードの 読
み取りだけでログイン認証と通
信の接続 ができるため、面倒
な文字入力の必要がありませ
ん。これにより100% ハンズ
フリーな操作性を実現しました。

高い強度＆ハンズフリーのリアルウェア製ウェアラブル端末。最大 10 時間連続
稼動のバッテリーを搭載

IDEye 公式 HP

03
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【宇和島市の防災意識】

南海トラフ地震と土砂災害のリスク
西日本豪雨で防災意識が益々高まった

―宇和島市の概要を教えてください。

宇和島市は四国の西南部に位置しており、有人

の離島が４島あります。市全体が南海トラフの想

定震源域に入っているため、真下が震源地になる

可能性もありますし、津波の被害も心配されてい

ます。また、山と海が密着していて平野部の少な

いリアス式海岸特有の地形で、土砂災害の危険箇

所が非常に多い土地でもあります。以前から地震

に対する危機意識はあったのですが、甚大な被害（※）

のあった平成 30 年７月の西日本豪雨以降、土砂

災害に対する意識も高まっています。
※ 宇和島市吉田町では土砂崩れ 2,271 箇所と被害が集中。関連死を含め

13 人が死亡）

―市内の自治組織や防災体制はどのように。

自治会が 508、自主防災組織が 418 あります。

西日本豪雨で甚大な被害を受けた地域の二次災害

防止に、避難情報を１段階早めに発令するように

する等、制度も大きく変わりました。みかん園地

の大規模な再編復旧も始まっています。システム

面に関しては、県による水位計の設置が行われ、

市では雨量計や監視カメラ等の準備をしているほ

か、コミュニティ FM を活用した防災ラジオの普

及も進めています。

―周辺自治体との連携状況はいかがですか。

愛媛県と高知県にまたがる四国西南地区で協定

を結んでいるほか、愛媛県内の 20 市町でも相互

の応援協定があります。県内の遠い市町とつな

がって、有事に支援する取り決めをしているので

す。先の西日本豪雨の際も、愛媛県の東部に位置

する新居浜市から多くの職員が来てくれました。

また、北海道の当別町、宮城県の仙台市や大崎市

といった姉妹都市からも、支援物資や職員派遣等

様々な支援をしていただきました。南海トラフ地

震を想定して元々の防災意識が高かったこともあ

に寄せられる声も多かったので、特にニーズの高

かった録画機能を追加しました。

渡辺　現状は１対１（スマートグラス１名と PC

側で１名）の通信のみ対応していますが、１対Ｎ

の通信をしたいという要望も多いです。容量が増

えると品質を保つことが厳しくなりますが、うま

くコストをまとめて開発を進め、5G の開始に間

に合うようにリリースしたいです。

【自治体・消防との連携】

最先端技術で未来を創る、
IDEyeの進化や新サービスの開発

―御社でドローン活用の話があがっていると

伺いました。

神沼　もともと弊社としてもドローンというデバ

イスに対して以前から関心があり、ドローンを

作っているベンチャー企業から協業のお誘いをい

ただくこともあったりと、ビジネスに活かす方法

を考えているところです。IDEye との組み合わせ

でいうと、ドローンで撮った映像をスマートグラ

スに映像転送をし、複数人で共有しながら要救助

者の捜索等ができるようになるといいですよね。

渡辺　ドローンとスマートグラスの共通の課題は

デバイスの進化ですが、ドローンには法律も絡ん

でくるので敷居が高かったのです。しかし、現地

に赴くことなく撮影ができるという点で、ドロー

ンは IDEye におけるスマートグラスの代わりに

もなるデバイスといえ、捜索や農業分野での活用

から模索していきたいです。バッテリーの問題も

改善されてきています。IoT というからには、あ

らゆるデバイスを活用するのが理想です。

― IDEye と外部システムとの連携は。

渡辺　技術的には可能であるにも関わらず、コス

トの問題で付けられていなかった機能も、既に存在

している外部システムと連携すれば低コストで追加

できる可能性もあります。IDEye の実現型式は何

パターンもあるので、それをシステムインテグレー

ションに活かす等、IDEye の開発で集めた知識を

また別の形で提供していきたいとも考えています。

―最後に、今後の展望と活用を想定されるユー

ザーにメッセージをお願いします。

渡辺　IDEye については 2020 年の 5G 開始を目

指して開発してきたので、そこに合わせて機能を

揃える予定です。回線やデバイスの進化に合わせ

て、IDEye の機能やパフォーマンスも向上してい

くので、多くの方に体感してほしいですね。

神沼　弊社ではアプリも自社開発して、ユーザー

からの声を開発に直接反映する等、小回りが効く

体制を重視しています。自治体のお客様からご要

望があった場合も柔軟に対応できます。近未来的

なデバイスは業務の効率を上げ、働き方も変える

可能性を秘めています。自治体の皆様が牽引して

くださることで、日本全体の働き方が変わってく

るでしょう。未来予想図として描いていた働き方

が実現してきているので、自治体でもぜひ活用し

ていただきたいと思います。

（取材日／ 2019 年 10 月 16 日）

リモート作業支援システム  IDEye
https://ideye.jp/
03-3262-9171（平日 9:00-17:30）

security@idnet.co.jp

株式会社インフォメーション・ディベロプメント
設立／�2019年4月1日（HD制移行日）�

1969年10月20日（IDHD設立日）
従業員数／1,752名（2019年3月31日現在）
事業内容／システム運営管理、ソフトウェア開発等
URL／https://www.idnet.co.jp/

スピード感のある意思決定が、新しいビジネスの可能性を切り拓いていく
南海トラフ地震の震源域であり土砂災害のリスクも
高い宇和島市。ドローンの導入は防災体制の強化
に必要不可欠だった。平成 30 年の西日本豪雨を
機に、さらに高まった防災意識とドローンへのニー
ズ。安全かつ効率の良い運用のために宇和島市が
貫く信念とは。
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西日本豪雨の経験から
防災分野での

ドローン有用性を確信

愛媛県宇和島市
防災危機管理課　課長 山下 真嗣（左）

主任 山内 伝一郎（右）

平成 30 年西日本豪雨の被害を受けた吉田浄水場のドローン写真
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り、これらの協定は西日本豪雨の前からありまし

た。新居浜市は平成 17 ～ 18 年頃に土砂災害を

経験していたので、対処方法をレクチャーしてい

ただき、大変勉強になりました。有事に助け合う

ことで、実質的な支援に加えて、互いの防災意識

や経験値も高めることができると実感しています。

【ドローン導入の経緯】

民間企業との協定から必需性を認識
６機のドローン導入に至る

― ドローン導入も防災分野での活用が目的

だったと伺いました。

周辺自治体や民間との協定・連携を進めるなか

で、平成 29 年８月に（株）スカイジョイントと

協定を結んだことがきっかけです。平成 29 年度

３月に宇和島市全体で地震・津波の避難訓練を実

施した際も参加していただき、実際に市役所から

ドローンを飛ばして、映像を災害対策本部に生中

継する訓練を行いました。その後、より迅速な活

用のためには宇和島市独自でもドローンを所有し

たほうが良いという話になり、愛媛県の「新ふる

さとづくり総合支援事業（平成 30 年）」の補助

金を活用してドローンを導入したのです。本庁に

３機と３箇所の支所に１機ずつで、計６機購入し

ました。

―実際にドローンを活用した事例を教えてく

ださい。

スカイジョイントに依頼して行方不明者の捜索

を行ったことがあります。その経験から、ドロー

ンが人命捜索に非常に有効であることがわかった

ので、のちに市でも赤外線カメラ付きのドローン

を１機導入しています。また、西日本豪雨の際に

も同社の協力を得て、被害を受けた浄水場をド

ローンで撮影してもらいました。安倍総理が視察

に来られた際にその映像をご覧いただいたことで、

被害状況がリアルに伝わり、迅速な対応をしてい

ただける運びとなりました。ほかには、データ測

量や農薬散布の実験等も行っていますし、市が所

有している機体は防災訓練でも活用しています。

―防災訓練では、具体的にどのようなことを。

消防団員とドローンの連携の確認や、今後は県

のドクターヘリや防災ヘリの代わりにドローンを

飛ばして訓練を行う計画もあります。2019 年６

月には、山林火災を想定した防災訓練でドローン

を使いました。市で導入する前だったので自前の

ファントムを飛ばしたのですが、実質これが初め

ての実践的な訓練でした。山林火災は、火元と水

利をどう繋げるか等俯瞰的な視野が必要になりま

すので。

―ドローンの活躍が大いに期待できる分野で

すね。

はい。さらに有事には二次災害を起こさないた

めにも、初動での情報収集が重要になります。職

員や団員の命も守らなければいけないので、ド

ローンがかなり有効だと思っています。また、ド

ローンを用いた防災訓練を行うことで市民の関心

を引き、防災意識を強化できる等副次的な効果も

期待できます。10 月 12 ～ 13 日開催予定の子ど

も向け防災キャンプでは、小型のドローンを実際

に動かす体験もしたいと思っています。子どもた

ちに少しでも興味を持ってもらい、未来の消防団

員を育てていかないといけませんから。

【今後のドローン運用への期待と課題】

安全な運用のためには
パイロットの養成と平時の活用が鍵

―今後のドローン運用に課題はありますか。

ハード面では、雨天でも飛ばせる完全防水の機

体が必要だと思います。今でも「霧雨程度なら

OK」という機体はありますが、豪雨災害を考え

ると、もっと進化して欲しいし、赤外線カメラの

解像度等も上がっていくことを期待したいです。

将来的には、ドローンを本部から操縦できるよう

な仕組みができるといいですよね。もちろん現場

にパイロットは行ったほうが良いのですが、災害

の最中どれだけ冷静に操縦できるかは未知数なの

で。現在は、ドローンの機能の一つである自動航

行の部分で、各所の状況に応じた個別システムの

構築を進めています。自動で飛ばしたルートを本

部で一元管理するイメージで、低リスク化・効率

化を目指します。

しかし、ドローン運用にあたっての一番の課題

はソフト面、要はパイロットの養成でしょうね。

―宇和島市ではどのようにパイロットを育て、

運用しているのですか。

愛媛県からの補助金を、機体の購入とオペレー

ターの養成費用にあてました。公務員や消防は災

害時等には資格がなくてもドローンの操縦ができ

る立場にあるのですが、ドローンの航行には危険

が伴います。事故を防ぐためにも、しっかりと訓

練する必要がありますから、補助金を活用して

10 人が DJI キャンプを受講し、修了しました。

現在は 11 名のパイロットを４方面隊（本庁と

３支所）にバランスよく配置しています。市役所

の職員で消防団を兼ねている人間を選抜したので、

消防団のなかにも必ずドローン航空隊がいる体制

になっています。

―操縦技術の維持についてはいかがですか。

定期的な訓練が必要だということに加え、有事

にスムーズな活用をするための練習という意味で

は、平時の活用が鍵になってくるでしょう。災害

時にいきなり使えといっても無理がありますから、

防災以外の分野でも普段から活用することが望ま

しいです。訓練体制をしっかり整えて、なおかつ日

常的に活用できるようにすることが重要だと思い

ます。ただ、それほど難しい操作がないような場面・

分野においても、しっかりと訓練を積んだパイロッ

トが操縦するべきだという方針は変えません。

宇和島市では現在、本庁および各支所にそれぞ

れ２名以上のパイロットが配置され、目視外飛行

等より高度な操縦技術を身につけられるよう、訓

練を重ね、今後も災害時に冷静に業務を遂行でき

るよう活動に取り組んでいきます。

（取材日／ 2019 年 9 月 6 日）

〈上〉安全な運用のために、確かな操縦技術の取得と維持・向上は必須
〈左〉地震津波避難訓練における、ドローン活用

宇和島市消防団の集合写真（ドローンで撮影）

市で機体を購入する前は、山下氏が所有するドローンを防災訓練で使用していた

▶愛媛県宇和島市
〒 798-8601 愛媛県宇和島市曙町 1 番地
TEL ／ 0895-24-1111
URL ／ https://www.city.uwajima.ehime.jp/
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05
持課等、多くの課から隊員を募りました。やはり

防災部局の職員は災害発生時に災害対策本部に詰

めますし、消防本部も現場での活動が最優先にな

りますから、特定の部や課に偏ることなく、災害

対応をすることが望ましいと考えたからです。

高橋　隊としての立場を明確にすることも意識し

ました。市役所では“何がどこに明記されている

のか”といった根拠が重要になるので、ドローン

飛行隊の運用を定めた要綱の作成や災害時に設置

される災害対策本部機構図の中にドローン飛行隊

を明記すること等、一つひとつ積み重ねて庁内の

理解を得ることに配慮しました。また、所属長の

理解がないと日常的な訓練で技術向上を目指すこ

とが難しくなるだろうと予想されたため、隊員が

動きやすい環境を整える意味でも結隊式を行い、

そこで兼務辞令を出し、ドローン飛行隊が職務で

あることを明確にしました。

─当初から隊ありきのドローン運用を考えら

れていたというのは先進的だと感じます。　

高橋　ドローンの部隊はいわゆるタスクフォース

として、市役所内からメンバーを横断的に集めて

います。行政組織を表す「縦割り行政」といった

言葉もあるなかで、横軸でつながる組織は非常に

珍しく、またそこにドローンという新しいものが

ぶら下がっているという状態です。どういった場

面での活躍が見込めるのかということを他課や上

長に対して丁寧に説明し、ツールを揃えなければ

なかなか理解を得られないため、ハードとソフト

を同時並行で揃えました。

―隊結成後のドローン活用状況はどうですか。

安井　2018 年に市内の川が一部氾濫した際に被

害状況を撮影したほか、林野火災の際に上空から

火点の位置を特定するために飛ばしました。また、

潜水隊の訓練でも水難救助の有効性を検証しまし

た。その際には、要救助者が浮いているのなら発

見につながりやすいですが、川が濁っており、か

つ沈んでいる場合は場所の特定が非常に難しいと

判明しました。

高橋　ドローンは万能だと思われて、やみくもに

「何かあったらドローンを」となりがちですが、

やはり得意分野と苦手分野がありますから、我々

が検証を通じて得意・不得意をしっかり把握し、

より有用性の高いところに投入するという提案を

できるようにしたいです。

―災害現場や防災部分以外では。

高橋　現状は空撮等の広報活用が大半です。あと

【活動内容】

庁内での利活用検討や
住民理解で活発な活動が実現―市の特徴や地域課題を教えてください。

高橋　幸いなことに、豊橋市は長い間大規模災害

による被害を経験しておりません。しかしながら

太平洋と三河湾に囲まれているため、地震が起き

れば津波による甚大な被害があると想定されます

ので、南海トラフ地震に向けて防災対策をいかに

強めていくかが課題です。また、一級河川である

豊川をはじめ、様々な河川を有しており、2004

年と 2017 年には台風による竜巻で建物の損傷等

の被害も出ているため、気象現象が不安定な昨今

は特に風水害への警戒を強めています。

安井　本市では情報発信に力を入れており同報系

防災行政無線や豊橋防災ラジオに加え豊橋ほっと

メール等を活用しています。現状は職員がそれぞ

れ個別に作業していますが、迅速な対応のために

はシステムのコード化やオペレーションのスマー

ト化は緊急の課題です。外国人定住者も多いため、

豊橋ほっとメールは多言語化対応で提供している

のですが、現状はテンプレートを使用しての発信

であるため、臨機応変な情報発信にも力を入れ、

きめ細やかな対応で減災を目指しています。

―豊橋市におけるドローンの導入経緯は。

安井　鬼怒川の堤防が決壊した東日本豪雨（2015

年）のとき、ボランティアとして現地入りした経

験があります。河川の氾濫の様子を空から捉えた

ドローンの映像を見て、必要性を痛感しました。

災害時の情報把握には、これ以上のツールはあり

ません。

高橋　その後、2017 年６月にファントム４プロ

を購入、同時進行で７月に豊橋市ドローン飛行隊

レッドゴブリンズを発足させました。ここをほぼ

同時にスタートさせ、組織図にドローン飛行隊を

入れ込み市役所組織の中に定着させるということ

は我々が最も配慮したポイントです。単にドロー

ンの機体を購入するだけではなく、パイロットを

含めた運用体制まで作り上げなければ、災害発生

の際、迅速にドローンを活用することはできません。

安井　平常時利用も念頭にあったため、防災危機

管理課、消防本部、広報広聴課、河川課、道路維

【豊橋市の概要】

あらゆる災害に
きめ細やかな対応で減災を 【ドローン導入における工夫】

ドローンの導入と同時に
飛行隊を結成して利活用を意識

ドローンの機体購入とほぼ同時に、ドローン飛行隊
RED GOBLINS（レッドゴブリンズ）を立ち上げた
豊橋市。災害発生時におけるドローン活用を見通した 
際、「飛ばせる“人”と飛ばせる“機材（モノ）”を一式
として揃えたことがポイントになった」と語る、体制
づくりの重要性を語っていただいた。

南海トラフ地震に備えろ！
オール豊橋で挑む
防災・減災対策

消防から出向した安井氏と、他課から異動してきた高橋氏。防災危機管理課の
新しい風となった若い二人のエネルギーでプロジェクトをボトムアップし、ドローン
飛行隊の結成や運用のための要綱・マニュアル策定が実現した

若手職員やラジコンヘリ操作経験者等を中心に隊員を募り、男女 17 名で発足
したドローン隊　名称「レッドゴブリンズ」。豊橋市のマスコットキャラクターである
「トヨッキー」のモチーフになっている赤鬼からネーミングし、市民の方に馴染む
ように名付けた

愛知県豊橋市
防災危機管理課 安井 祥哲（左）

高橋 拓也（右）
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―市の特徴や地域課題を教えてください。

那賀町は、平成 17 年に５町村が合併して誕生

した背景があり、県内で二番目に広大な面積を誇

ります。総面積約 695㎢は、琵琶湖ほどの広さ

になりますが、９割以上が森林の中山間地域です。

過疎も進んでおり、人口約 8,200 人。人口密度

にすると、徳島県で最下位の自治体です。

―想定される災害と、その対策は。

徳島県の中で最も降水量の多い地域のため、常

に水害への警戒をしています。過去の台風では、

一部地区の累計雨量が 2,000㎜超になったり、平

屋の屋根まで水が来たりした年もありました。こ

のような経験から、土砂災害や浸水被害、南海ト

ラフ地震には日々警戒し、防災無線のデジタル化

や住民の皆様への周知等、自然災害への対策をし

ています。

―ドローン導入の経緯についてお教えください。

そもそも那賀町でのドローン事業は、「ドロー

ンを使ってまちおこしをしたい」と協力隊に入隊

してきた方がきっかけなんです。その方は現在那

賀町内に一般社団法人を設立し、ドローンマップ

内のアテンドや PR 用のチラシ作成等をしていた

だいています。現在協力隊に在籍している２名も

ゆくゆくは町内でドローンビジネスの起業を目指

しています。

―協力隊が発端となった珍しいモデルですが、

町としての関わり方は。

専門家をお招きしてお話を伺った際、ドローン

【那賀町の概要と防災意識】

総面積の９割以上が森林の
中山間地域で土砂災害や水害に備える

【ドローン導入の経緯】

地域おこし協力隊が主導。
ドローン推進室を設置し、町全体で推進

地域おこし協力隊とともにドローン事業をスタートさせた
徳島県那賀町。ドローン推進室の設置やドローン特区
と、全国に先駆けてドローンを活用したまちおこしの取
り組みを実施しており、交流人口の増加や地域産業へ
の発展等成果をあげている。その取り組みを伺った。

は、埋立処理場において、埋立可能な部分の容積

を計測するため、撮影した画像を 3D 化すると

いった測量の分野でも試しています。

安井　2018 年度後半には庁内でドローンの利活

用のワーキンググループを立ち上げ、広報や施設

保全等の分野にわけて業務活用を探っています。

検証や報告会を活発にして、幅広い分野での活動

を具現化していきたいです。

―隊員数は 17 名と比較的大所帯ですが、訓練

における工夫等を教えてください。

高橋　発足した平成 29 年度にはまず中核となる

６名を選んで、講習団体が行っているドローンの

講習会を受けました。そのメンバーが練習時に他

の隊員に技術を伝えています。航空法が変わった

り、ドローンに関わるソフトウェアがアップデー

トされたりと常に変動がある業界なので、最新情

報をキャッチアップする意味でもなるべく全員が

講習を受けられるようにしたいと思っています。

安井　練習は基本的に毎週です。飛行隊を３班に

分け、毎月第１週は１班、２週目に２班、また４

週目には全体訓練といった形で月１～２回は全員

が触れる形になっています。練習場としては、埋

立処理場を使っています。実はここはカラスに悩

まされていて、住民から「ドローンで追い払いは

可能か」と提案を受けた場所でもあります。訓練

と追い払いの一石二鳥となる場を活用することで、

住民理解も得られやすいと感じています。

―具体的なエピソードも含め、非常に参考に

なりました。最後に、これから導入を検討してい

る他自治体にアドバイスをお願いします。

安井　市の公式 HP 内にレッドゴブリンズのペー

ジを設け、ドローンの活用実績や防災における取

組等、日頃の活動を載せています。多くの方に発信・

公開することは、ドローン飛行隊の目的を広く理解

していただく上でも大切なのではないでしょうか。

高橋　南海トラフ等の巨大地震をはじめ、様々な

災害時に活用させるためには機体を購入するだけ

でなくしっかりとした体制づくりが必須です。飛

ばせる「人」、飛ばせる「機材（モノ）」、それを

維持できるためのメンテナンスを含めた費用を

しっかりと確保し、継続的に運用していけるよう

な体制を構築すべきなのかなと思いますし、それ

が安全面にも繋がっていると感じています。

（取材日／ 2019 年６月 13 日）

▶豊橋市役場
〒 440-8501 愛知県豊橋市今橋町 1 番地
TEL ／ 0532-51-3116
URL ／ http://www.city.toyohashi.lg.jp/

〈左〉同市では、現状ファントム 4プロとインスパイア 2を導入し、
防災危機管理課で保有。「津波が起きた場合の浸水区域は広
域にわたるため、安全を確保しながらより多くの情報を収集したい」
という意見から、全天候型であり、望遠レンズや赤外線カメラの
搭載にも対応できるマトリスの導入も予定している／〈右〉「小型
無人航空機活用推進ワーキンググループ」を発足させ、市政業
務へのドローン活用の可能性を探った。意見交換会の後日ドロー
ンを実際に飛行させ、その有効性の検証や報告会等を継続的に
行っている

日本の滝 100 選に選出される名瀑や氷樹等、那賀町の素晴らしい風景を空か
ら楽しめる

06
徳島県那賀町
まち・ひと・しごと戦略課  ドローン推進室 主事補 

田和 隼人

9 割が森林、
人口密度は最下位

那賀町が目指す
日本一ドローンが飛ぶ町
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―ドローンフィールドの計画もあると伺いま

した。

現在、町で運営を管理するドローンフィールド

の整備を進めています。レースにも練習にも使用

可能なコース設計をしているので、今年中には

コースの整備や周辺環境の整備を終え、2020 年

からの本格稼働を目指しています。

―今後、観光以外の分野にも広げていく計画

はありますか。

全国的にも物資輸送の実証実験が進んでいます

が、那賀町としてもやはり高齢者の交通手段の対

策として、医薬品輸送実験等を行っています。さ

らにはドローンを主力産業である林業にも活用す

る方向性を探っています。これまでも急斜面の木

材運搬を目的とした架線作業の実験、地方創生推

進交付金を活用してドローンを使った材積の調査

等も行っています。実際に、林業従事者や建設業

者の方が調査にドローンを導入し、現場で使って

いるようなので、しっかりと利活用されているこ

とがうかがえます。

平成 28 年には町内の県立高校に森林専門の学

科が新設されたのですが、町の事業の一環として

カリキュラムの一部にドローン講習を実施してい

ます。卒業生の中には町内の林業企業に就職され

た方もいます。学校でドローンを学び、その技術・

知識を活かして地元企業で働く。人材育成につな

がる活動だと自負しています。

―災害・防災分野においての活用は。

鎮火後の火災現場の調査や、消火等の報告等で

活用しました。町外の企業とは災害時の協定を結

んでいるのですが、町内の企業とも結ぶことで有

事の際の連携を取りやすいような体制も構築して

いかなければなりませんね。

―今後ドローンを活用予定の自治体へアドバ

イスを。

災害防災、農業林業等、自治体それぞれにドロー

ン活用の目的があると思います。町としてはまず、

町を認知してもらう PR 活用からはじめ、林業や

教育等の実務的な活用をしました。また、PR す

るからにはそれを受け入れる体制を整えるため、

飛行届出の簡易化等サービスを充実させました。

さらには那賀町に興味を持っていただいたときに

も対応できるよう、移住・定住用の住宅用地の開

発、さらには空き家バンクへの登録の声掛けをす

る等、観光や交流、さらには定住人口の増加に繋

がるような活動をしています。

いずれも、住民の皆様の理解なしに取り組みを

推進することは難しいです。ただ、説明をしっか

り行うことで一歩一歩地域課題の解決に結び付け

られると思います。

（取材日／ 2019 年９月４日）

【ドローン活用の可能性】

観光・交流での活性化から
充実した住民サービスも視野に

愛好家が年々増えていること、しかし人口密集地

では自由に飛ばせないこと等を教えていただきまし

た。そこから、総面積の９割以上が森林で飛行ス

ポットが多く、かつ人口密度が低い那賀町の特徴

が活かせる！と逆の発想が生まれ、「日本一ドロー

ンの飛ぶ町」を目指す計画がスタートしたのです。

具体的には、平成 27 年に徳島県地方創生特区

事業という県版の国家戦略特区のような制度の募

集があったので申請し、徳島ドローン特区として

活動ができるようになりました。県の指定を受け

たことで交付金を活用した精力的な活動ができま

したし、那賀町のことを広められるきっかけになっ

たと思います。「徳島ドローン特区」という名前

はずっと残っていくので今後も PR に使えます。

―ドローン事業の運用体制は。

平成 28 年に「まち・ひと・しごと戦略課」と

いう名称の課ができ、あわせてドローン推進室が

新設されました。室員は課長、私、そして地域お

こし協力隊の２名がおります。活動としては主に

ドローンを利活用した実証実験や、住民・学生の

方に対する講習会やイベント等での出展での PR

です。また、町内の休校を利用したサテライトオ

フィス等企業誘致も行っています。

―事業を進めていくうえで工夫した点は。

やはり住民の方の理解を得ることです。町をド

ローン活用の場として集客を行い、交流人口を増

やせる可能性があること、さらにはドローンの安

全性や可能性を説明するため、温泉等の会場を

使った講演会を複数回実施しました。そうして住

民の方々にも少しずつドローンに興味をもってい

ただき、講習会や小中学校でのドローン体験会、

撮影会を実施することで、少しずつ納得していた

だけたと実感しています。

―ドローンを観光に取り入れていますが、そ

の内容をお聞かせください。

まず基本となるのが「ドローンマップ」です。

町内の飛行可能エリアを紹介することを目的とし

て作成しました。マップ内のスポットは推進室

ホームページ内の届出書をデータ等で提出すれば

無料で使用できます。飛行可能エリアには町有地

以外も入っているのですが、地権者には町で許可

申請を取得しているため、ドローンユーザーは町

への申請だけで済むようにしています。ここを簡

素化させ、利便性を高める点は工夫しましたね。

昨年度は約 100 件、7 ～ 80 名ほどの利用があり

ました。河川や滝等豊かな自然が楽しめるスポッ

トが 35 カ所と、一日では飛ばしきれないほどあ

りますので、リピートにも繋がればと思っています。

また、ドローンマップに指定されているスポッ

トを撮影する「那賀町ドローンマップ写真動画コ

ンテスト」を行い、ドローンはもちろん、通常の

カメラやスマホ撮影も含めて広く公募しました。

【ドローンの観光活用】

マップ、コンテスト開催
さらにはレース場の整備へと発展

森林の多い那賀町。森林火災時における鎮火状況の把握や火種の確認のた
め遠赤外線カメラを搭載したドローンも備えている

防災協定の締結に際してドローン活用に焦点を当てた防災訓練を実施

「日本一ドローンが飛ぶ町」を目指し、全国的にも珍しいネーミングで設置された
ドローン推進室、田和氏を含め 4 名の室員で編成されている

〈左〉おすすめの飛行スポットをまとめたドローンマップ。飛行制限区域でのドローンフラ
イトを制限する意味でも効果をあげている

〈右〉ドローンマップに指定されているスポットで撮影した写真・動画のコンテストを開催。
那賀町の美しい風景が SNS 上をにぎわせた

▶那賀町役場
〒 771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川 104 番地 1
TEL ／ 0884-62-1121
URL ／ http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/
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DJI AIRWORKS 2019 を振り返って

AIRWORKS とは

世界のドローン市場のシェア８割近くを占めるド
ローンメーカーである DJI が主催する年次カンファレ
ンスで、世界中からの参加者（数百人にも及ぶ商用
ドローンプロフェッショナル、テクノロジーエキス
パート、および政策立案者等）が、ドローンの技術
革新とその活用について、アイディアを交換し、活用
事例を共有することで、各産業におけるドローンの発
展を推進するイベント。

消防局等での活用事例

アメリカ国内でも最大級の規模を誇るロサンゼル
ス郡消防局では 110 台もの DJI ドローンを導入して
活用している。Airworks で登壇したロサンゼルス郡
消防局の局長による講演では、具体的な活用事例と
して、大規模森林火災での活用が挙げていた。消防
局長によると「ロサンゼルスで起こった大規模森林
火災において、16 のドローンチームが 600 以上のミッ
ションを行い 72,000 点以上の映像や写真を取得し、
約 70 平方キロメートルをマッピングした。」「現場状
況のリアルタイムに近いマッピング且つ隊員の誘導も
可能であり、より正確に現場情報を確保することで、
正しく迅速な意思決定ができている。」とのことで、
実運用を通じて感じたドローン活用の確かな有用性

について話していた。
また、ノートルダム大聖堂（フランス・パリ）が火

災により焼損した際のドローン活用に関する講演では、
外観だけではなく、内部の状況を記録するために、人
が踏み入れない場所をドローンによって 3D データ化
し、当時の状況を記録しているとのことであった。大
聖堂の復旧のために、被災前後のデータを照合して
活用したそうで、被災後はもちろん、被災前の各種
データが揃っていることで被災後の再建といった復旧
対応に要する労力を軽減できると説明していた。

ドローンで取得した画像から 
マップを作成

Airworks に参加して特に印象的であったことの一
つとして、ドローンで撮影した画像を合成して、高精
細かつ広域に及ぶリアルな現場地図を作成し、その
地図を活用している事例が多くあったということが挙
げられる。様々な公共団体や企業、業界団体、研究
機関の方々の講演において消防、農業、公共施設管理、
インフラ管理等の分野を問わず、「ドローン取得デー
タ × 地図の活用」という組み合わせが非常に多くプ
レゼンテーションされてた。下記にいくつかの事例に
ついて掲載する。

■被災状況をマッピングし被災後の復興に活用
2017 年、カリブ海で発生したハリケーンによる暴

風や洪水被害で、建物の崩壊や送電線のダウン等
甚大な被害発生し、既存の地図情報では被災後の
復旧・復興対応が難しい状況であった。そこで、ド
ローンによる空撮情報を用いて、被災状況の把握を
行い、被災状況をマッピングし、地図データ化する
ことで、復興計画を大きく前進させることができた。

■�果樹園の空撮データを解析してマッピングし生産
管理に活用
果樹園の生産管理をより効率化するべく、従来は手
動で行っていた収穫量のカウントを、現在はドロー

ンの空撮データの解析による手法に切り替え、収穫
量の把握や予測を行っている。それら解析データを
マッピングすることで果樹園全体の状況を俯瞰的に
把握でき、より効率的な生産体制を実現できている。

鉄塔点検での活用

アイルランドの通信インフラ管理会社の Delmec 
Engineering 社の講演にて、次世代通信規格「5G」
対応に関して、今後、鉄塔等の点検をいかに効率良く
実施して行くかが課題であることが提起され、従来の
手法では点検業務が回らなくなることが指摘されてい
た。そして、その打開策としてドローンを活用した新
たな手法による点検業務体制へ移行することで、従来
型よりも作業時間を１／４、移動コストを１／２、人
件費も１／２に抑えることができ、結果として生産性
を４倍に伸ばすことができるようになることが期待で
きるとのことであった。

「DJI�AIRWOKRS�2019」では約
70の講演セッションが設けられて
いた。全ての講演を聴講すること
はできなかったが、聴講したセッ
ションのほとんどが、未来志向的
な話「いつかこんな未来が来ます。」
といった話ではなく、“今”あるデ

バイスやツールを活用して、どういったことを実現し
ているか、という「実用」に重きを置いた実際の取組
事例の紹介であったことに驚かされ、目の前にある課
題をなんとか解決しようという積極的な姿勢を大いに
感じた。
また、聴講したセッションで法規制やスクール事業

についての言及が全くなかったのも印象的であった。
文化や国民性の違いもあるだろうが、日本でも、まず
はとにかくドローンを使ってみる、といった前向きな
形でドローン利用が広まっていくことで、関連するコ
ミュニティが形成され、コミュニティ同士の繋がりや
コミュニケーションの活発化による情報や技術の伝播
が行われていき、結果的に国内での実用事例が増えて
いくのではないかと考えさせられる機会となった。
本誌での情報発信を通じ、とにもかくにも使ってみ
る。そして、そこから今あるツールや枠組みの中で、
どのように活用していけるのかを考え、実践する人・
団体が少しでも増えていってくれればと願うばかりで
ある。

一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会　理事長　稲田 悠樹

EDAC 活動報告 DJI AIRWORKS 2019 現場レポート

2019年９月24日（火）～26日（木）の３日間に渡り、アメリカ・ロサ
ンゼルスで開催された「DJI AIRWOKRS 2019」に参加し、基調講演、
各産業（電力、農業、消防、警察、点検等）に特化したセッションを聴
講して得た最新のドローン業界情報の一部を理事長稲田が紹介する。



自治体ドローン活用情報  EDAC会報　Vol.326

■ ドローン等の自治体活用に関するセミナーおよび実

証事業の実施

普及活動の一環として、『有事および平時における
ドローンの活用～ Hec-Eye で情報収集と共有をさら
に効率化！～』と題し、自治体関係者向けにセミナー
を開催しました。

本セミナーでは、位置情報や映像等の各種情報の
リアルタイム配信を可能にする「Hec-Eye（ヘックア
イ）」と連携したドローンやスマートフォンの自治体
業務での活用可能性について、熊本県南小国町での
実例紹介を交え、不法投棄や鳥獣害対策業務の簡素
化、災害発生時の空と陸からの情報取得の一元管理
等での活用について解説しております。

合わせて、実証事業を実施し、Hec-Eye と連携

したドローンおよびスマートフォンによって配信さ
れるリアルタイム情報の確認により、災害発生後の
自治体による被害状況把握での活用可能性について
検証を行いました。

■自治体の各種防災訓練への実施協力等
ドローン活用事業の一環として、Hec-Eyeと連携し

たドローンおよびスマートフォンで取得した複数地点
の被災現場情報を、リアルタイムで遠隔にある対策本
部へ共有し情報収集を支援しました。ドローンを活用
することで、一度により広範囲を捜索できるようになっ
たことに加え、リアルタイムで更新される位置情報を
活用し、より効率的な被害状況の把握や救助活動を遂
行できること等をご確認いただきました。

2019 年７～９月期実施実績
７月17日 静岡県 焼津市 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー
７月18日 静岡県 小山町 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

７月22日 長野県 諏訪市
●�諏訪湖安全対策警察連絡協議会合同水難救助訓練」実施協力
●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

８月４日 岩手県 岩泉町
●「令和元年度岩泉町総合防災訓練」実施協力
●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

８月20日 岡山県 美崎町 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

８月21日 岡山県 津山市 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

８月25日 兵庫県 香美町
●「令和元年度香美町総合防災訓練」実施協力
●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

８月28日 鹿児島県 曽於市 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー
９月１日 長野県 伊那市 ●「令和元年度伊那市総合防災訓練」実施協力
９月１日 長野県 茅野市 ●「令和元年度茅野市総合防災訓練」実施協力
９月１日 長野県 諏訪市 ●「令和元年度諏訪市総合防災訓練」実施協力
９月11日 長野県 小諸市 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー
９月25日 愛知県 豊橋市 ●ドローンとリアルタイム情報配信システム活用セミナー

普及活動／実証事業／ドローン活用事業
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