
創造と可能性の地・南相馬
ロボット産業を柱とした復興と発展

｜ 福島県南相馬市　清信 一芳／福島 勉／大谷 公伸

INTERVIEW-01

ドローン導入の先駆者としての矜持
その有用性を示しながら共通認識を高めていく

｜ 三重県伊賀市　西森 康典／長井 正人／石本 陽洋

INTERVIEW-02

技術屋集団が知識と経験を
活かして提供するドローンサービス

｜ �株式会社JDRONE 
水野 大二郎／飯田 春生

INTERVIEW-03

五島市のドローン活用
民間主体の体制で地方創生を目指す

｜ 長崎県五島市　濵本 翔

INTERVIEW-04

官学一体の研究と実証が
ドローン実運用化を加速する

｜ 酪農学園大学　小川 健太／小野 貴司

INTERVIEW-05

「ずっと先まで明るくしたい」
九州電力の理念の下 
地域の持続的成長につながるサービスを

｜ 九州電力株式会社　菊池 建次／古賀 俊生

INTERVIEW-06

宮崎県 一ツ瀬発電所 ダム放流（写真提供：九州電力）
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09 ドローン導入の先駆者としての矜持
その有用性を示しながら
共通認識を高めていく

02

三重県伊賀市
消防本部 副署長　　　西森 康典
総合危機管理課 主任　 長井 正人
消防本部 副参事　　　石本 陽洋

12 技術屋集団が知識と経験を
活かして提供する
ドローンサービス

03

株式会社JDRONE
ソリューション営業部UAVサーベイソリューション
事業推進リーダー　水野 大二郎
ソリューション営業部 イノベーション推進グループ
上席リーダー　　 飯田 春生

18 官学一体の研究と実証が
ドローン実運用化を加速する

05 酪農学園大学
農食環境学群 環境共生学類 環境空間情報学研究室
准教授　　　　　　　 小川 健太
研究員（H28～30年度）　小野 貴司

21 「ずっと先まで明るくしたい」
九州電力の理念の下
地域の持続的成長に
つながるサービスを

06

九州電力株式会社
テクニカルソリューション統括本部
情報通信本部 ICT事業推進グループ
課長　菊池 建次
福岡支社 人事・業務部 通信ソリューショングループ
　　  古賀 俊生

活用事例インタビュー

06

福島県南相馬市
経済部商工労政課 ロボット産業推進室
室長　　　清信 一芳
　　　　  福島 勉

（公財）福島イノベーション・コースト 構想推進機構 事業部連携課
主査　　　大谷 公伸

創造と可能性の地・南相馬
ロボット産業を柱とした復興と発展

01

ドローンが当たり前にある 
社会に向けて
―日本の抱える各種課題解決を目指す

内閣官房 
小型無人機等対策推進室
企画官　加来 芳郎 

15 五島市のドローン活用
民間主体の体制で地方創生を目指す

04

長崎県五島市
地域振興部 商工雇用政策課 地域おこし協力隊
ドローン事業担当　濵本 翔
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巻頭インタビュー

ドローンが当たり前にある社会に向けて
―日本の抱える各種課題解決を目指す

内閣官房 
小型無人機等対策推進室

企画官　加来 芳郎

ここ数年で大きな成長を遂げたドローンは、その安全性の確保
はもとより、飛行における法整備や利活用の普及、地域実装が
急がれている。それら各省庁にまたがるドローン施策を取りまと
める役割を担うのが内閣官房だ。国が考えるドローン施策の方
向性や具体的な展望について、加来芳郎企画官に話を伺った。

ドローンの利活用や
安全安心の確保のための
政策を推進！

【推進室の役割】

ドローン等重要政策における
横断的な推進役として

―内閣官房小型無人機等対策推進室の設立背

景を教えてください。

そもそも日本政府においてドローン等小型無人

機政策の発端は、2015 年 4 月に首相官邸にド

ローンが落下した事件です。ご存じのように当時

はドローンは社会的に新しいものであったため特

段の規制の対象ではありませんでしたが、この事

件を契機の一つとしてドローンの法整備が本格化

し、2015 年にドローンの飛行を規制する改正航

空法が成立・施行されました。また、2016 年に

は原子力発電所などの重要施設周辺のドローンの

飛行を禁止する小型無人機等飛行禁止法も成立・

施行されています。

その後も各種ルール整備をする中でドローンの

政策のウイングが広がっていき、専門的な部署が

必要だということで 2018 年の 10 月に内閣官房

小型無人機等対策推進室（以下ドローン室）が設

置されました。

―ドローン室は、法制度を改革する上でどの

ような役割を担っておられますか。

小型無人機に関しては、技術開発や所管産業担

当部分は経済産業省、航空法など飛行ルールに関

する部分は国土交通省、飛行する上での電波関係

ルールについては総務省…と、各省庁を横断する

形で政策を進めていかなければなりませんから、

国の重要政策に関する企画・立案・総合調整を行

う我々内閣官房が横串組織となり、政策の取りま

とめを行います。具体的には関係府省庁連絡会議

や官民協議会などを開催し、各省庁や民間の意見

やドローンの利用実態を吸い上げ、それらを行政

実務や運用に落とし込むための法整備などを総合

的に調整していきます。

昨今では、国内の空港でドローンらしきものが

2002年	 経済産業省入省
2019年	 内閣官房小型無人機等対策推進室	企画官着任

経 歴
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目撃され、離発着に混乱が生じたり、海外では実

際にドローンの飛来によって空港が一時閉鎖され

たりと、多大な影響が出た例もあります。そのた

め、「空港も小型無人機飛行禁止法の対象に加え

る」ための改正法案を通常国会に提出することを

目指すなど、ドローン室が各種意思決定のスピー

ドアップに貢献すべく日々活動しています。

【ドローンの利活用】

物流、警備、点検、災害分野における
有人地帯での目視外飛行に向けて

―ドローンにおける政策について、当初は安

全対策からスタートしたということですが、昨今

は利活用の重要性も高まっていると感じます。

その通りで、ドローンにおける政策は大きく「安

全対策」と「利活用」がありますが、ドローン室

のミッションに昨年利活用の推進が加わったこと

が象徴的であるように、利活用はますます重要に

なっていると考えています。利活用に関しては技

術開発と環境整備に向けた「空の産業革命に向け

たロードマップ」を作成し、利活用レベルを１～

４と定めて計画を進めています。

レベル１～３の無人地帯での利活用は進んでお

り、例えば農林水産業による活用現場においては、

農家の方が自らドローンを操縦するのはもちろん、

操縦を含めて企業に委託するなど新たなビジネス

の広がりも実感しています。そのほか、国土地理

院がドローンを活用した映像測量や地図製作を進

めており、技術も向上してきていると聞いています。

加えて、2020 年は次世代通信規格 5G のサー

ビスが本格的に始まる、いわば「5G 元年」とな

ります。そこでニーズが高まってくると予想され

るのが 5G タブレットやスマートフォンと連携し

たドローンや、セルラードローンによる映像配信

やリアルタイムデータ処理などで、これから実に

注目となる分野です。

― 2022 年を目途に「レベル４」を解禁し、産

業利用に向けたドローン運用環境の整備を本格化

していく目標が掲げられましたが。

レベル４で目指すべきものは、有人地帯（第三

者上空）での目視外飛行です。そのための制度設

計の基本方針を 2019 年度中に作成する予定で進

めています。具体的な分野では、物流、警備、イ

ンフラ点検、災害対応なども視野に入れています。

―無人地帯での目視外飛行である「レベル３」

から「レベル４」は難易度がさらに高くなると感

じます。

そこをクリアするための論点は大きく 4 つあり、

「所有者情報等の登録」、「機体の安全性」、「操縦者・

運航管理者の技能」、「運航管理」です。車に例え

ると、「所有者情報」はナンバー登録で、「機体の

安全性」は車検、「操縦者等の技能」は運転免許

をイメージすると分かりやすく、「運航管理」は

管制のようなものといえるのではないでしょうか。

これらを確かなものにしたうえで有人地帯で安全

に飛ばせることが必要となりますが、人口密集の

度合いやドローンの重量など、それらの掛け算で

リスクは異なってくるため、リスクに応じた運用

とする必要もあります。上記の中では、「所有者

情報等の登録」をいち早く導入するため、航空法

レベル１ 目視内での操縦飛行
（マニュアル操作）　

・�農薬散布
・�映像コンテンツのための空撮�
・橋梁、送電線等のインフラ点検�等

レベル２ 目視内での自動・自律飛行
（オートパイロット）

・�空中写真測量
・ソーラーパネル等の設備の点検�等

レベル３ 無人地帯での目視外飛行
（補助者の配置なし）

・�離島や山間部への荷物配送
・被災状況の調査、行方不明者の捜索
・長大なインフラの点検
・河川測量�等

レベル４ 有人地帯（第三者上空）での�
目視外飛行（補助者の配置なし）

・�都市の物流、警備
・発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援
・都市部のインフラ点検�等

官民協議会の資料（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou8.pdf）を基に本誌が作成
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の改正法案を、前述した空港の対象追加の法案と

合わせて通常国会に提出できるよう動いています。

―環境整備に加えて技術開発に関してもかな

り重要かと思います。

技術開発は経産省がリードしています。特に運

航管理システムにおいては海外でも実証段階であ

り、開発を進めていかなければなりません。

特にレベル 4 になると、様々なドローンが立

体的に飛び交うことが予測されます。ここは道路

や海といった平面と異なる点であり、ある程度事

前に区域を管理しなくてはいけません。現時点で

は国交省が静態的に管理していますが、動態的に

かつリアルタイムで管理するためには UTMS（無

人航空機トラフィックマネジメントシステム）が

必要で、進捗管理をしながら計画的に進めていま

す。福島ロボットテストフィールドなどを活用し

ながらハイレベルな実験を行い、実用化に繋げて

いく予定です。

【今後の展望】

現場レベルでの活用の最大化が
最先端の知見となる

―日本におけるドローンの未来について、ど

のように想像されますか。

日本が抱えている課題の一つとして、労働人口

の減少は極めて大きいものと思います。中でも、

高所や山地などでの危険を伴う仕事は特に働き手

の確保が難しくなってきている傾向にあります。

その部分を補うとともに生産性を向上する上でド

ローンの力は必要不可欠といえます。災害対応、

農業、インフラ点検、物流といったところは特に

救世主となるのではないでしょうか。こうした社

会づくりに際しては、ドローンが安全安心に飛行

することが前提となりますので、そのためのルー

ル整備や技術開発など、必要な環境整備に注力し

ていく所存です。

―最後に、公共・民間含めた業界関係者にメッ

セージをお願いします。

ドローンが社会のイノベーションに役立ってい

くことは間違いありません。農業×ドローン、イ

ンフラ×ドローンなど、様々な産業と組み合わせ

ることでその可能性は広がると思いますし、特に

伝統的な産業と組み合わせることで、さらに新し

いイノベーションが起こってくるのではないかと

期待しています。ドローンが当たり前のように飛

び交う社会では、自動／自律飛行は不可欠ですし、

それらを可能とする技術や運用ノウハウ、環境の

発展がもたらす未来の可能性は広がるばかりだと

考えます。我々もドローン利活用を推進すべく努

力していきますが、自治体や民間の皆様といった

現場の方々に率先して利活用いただき、ドローン

が色々な分野で役に立つというコンセンサスが、

地域住民の皆様を含め、社会全体で醸成されてい

くことが大事だと考えており、そのために政府と

しても必要な支援を通じて貢献していきたいと

思っております。

（取材日／ 2020 年１月９日）

▶内閣官房 小型無人機等対策推進室
〒 107-0052　東京都港区赤坂 1-9-13
TEL ／ 03-5575-5596
URL ／ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/

2020 年春に全面開所予定の福島ロボットテストフィールド。2019 年 10 月には、同フィー
ルドにおいて一般のドローン事業者も参画した運航管理システムの相互接続試験が行われ、
１時間１平方 km に 100フライト以上のドローンの飛行試験に成功

「安全対策に関しては、業界や各種団体ごと
に自主基準を作成することが有効な場合もあ
るだろう。現場レベルの最先端の知見を取り
入れていきたい」と話す加来企画官。イノベー
ション創出に関心があり経済産業省に入省。
2019 年よりドローン室に着任し、ドローンを
活用した社会の変革に期待を寄せて企画や
立案に邁進している
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【東日本大震災からの復興】

復興戦略の柱として掲げられた
“ロボット”という南相馬市の新産業

―地域の概要をお聞かせください。

清信　ご存じの通り福島県の浜通りは東日本大震

災で地震・津波・原子力発電所の事故という複合

的な被害を受け、その影響もあって生産年齢人口

と年少人口（15 歳未満人口）が一気に減少して

います。そんな中、浜通りの復興のビジョンとし

て策定されたのが、福島イノベーション・コース

ト構想です。新たな産業や雇用を創出し、震災で

失われた地域などの産業を回復するため、ロボッ

ト産業が一つの柱に据えられました。その一大拠

点として福島ロボットテストフィールドを南相馬

市と浪江町に整備することが決定し、平成 28 年

7 月にロボット産業推進室が立ち上がりました。

―ロボット産業推進室の役割について詳しく

教えていただけますか。

清信　新しい産業を創り出すこと、将来的にそこ

で雇用が生まれ、産業としてさらに発展していく

道筋を作り盛り上げていくことが我々の大きな

ミッションです。そのためには地域で活躍してく

れる産業人材の育成、“人づくり”も重要で、施

設見学やドローンの操縦体験など、子どもたちが

最先端の技術に触れる機会を積極的に作っており、

2019 年にはキッズデザイン賞を受賞しました。

おそらく現在、市内の小中学生でドローンに触れ

た経験のある子は、3 人に 2 人程度の割合にのぼ

ると思います。この過程で子どもたちに郷土愛を

抱いてもらえたら素晴らしいですし、教育側の関

心の高さも伺えます。

―市民の方々からの反応はいかがですか。

清信　津波で一度に多くのものを失っていますか

ら、地域を支える新しい産業として歓迎されてい

01

福島県南相馬市と浪江町に広がる福島ロボットテストフィールド（RTF）では、新たな産業基盤の構築のため
の研究開発や実証実験、訓練などの実施が可能だ。陸・海・空で活躍が見込まれるロボットの一大拠点として、
日本のロボット産業の発展と、東日本大震災からの復興をリードしていく。

創造と可能性の地・南相馬
ロボット産業を柱とした復興と発展

福島県南相馬市
（公財） 福島イノベーション・コースト 
構想推進機構 事業部連携課
主査 大谷 公伸（左）

福島県南相馬市 経済部商工労政課 
ロボット産業推進室
室長 清信 一芳（中）

 福島 勉（右）

市内の小中学生にドローンの操縦体験を実施
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て、市民の皆さんからは非常に前向きな協力を頂

いていると感じています。「どんどん新しいチャ

レンジをやって欲しい」といったポジティブな意

見をたくさんいただくので励みになりますし、そ

の気持ちに応えるためにも、皆さんの生活にロ

ボットを役立てられる実用的な場をもっと増やし

ていきたいです。

【施設概要】

研究開発や実証実験、訓練など
施設完成前にして100以上の活用事例

―福島ロボットテストフィールドの概要を教

えてください。

大谷　福島ロボットテストフィールドは、福島イ

ノベーション・コースト構想に基づき、南相馬市

と浪江町に整備されているフィールドロボットの

試験場で、物流、インフラ点検、大規模災害対応

などに活用が期待されている無人航空機、災害対

応ロボット、自動運転ロボット、水中探査ロボッ

トの一大研究開発拠点です。施設は、インフラ点

検・災害対応エリア、水中・水上ロボットエリア、

無人航空機エリア、開発基盤エリアの計 4 つのエ

リアで構成されています。現段階で16施設がオー

プン、2020 年春には全 21 施設が完成し、グラ

ンドオープンを迎える予定です。

公共空間で活用が期待されるロボットは、安全性

が求められますので、航空法などの安全に関する

規制をクリアしなければならないといった課題が

ありますが、実際の現場でロボットの実験ができ

る環境がないために、ロボットの社会導入が進ん

でいないともいわれています。当施設では、実際

の使用環境を拠点内で再現しているので、多くの

事業者様にご活用いただくことで、ロボットが活

躍する明るい社会を目指していきたいです。

―これまでの活用事例についてお聞かせくだ

さい。

大谷　2017 年 9 月から 2019 年 12 月までの活

用事例は既に 136 件にものぼります。いくつか紹

介しますと、2018 年 8 月に陸上自衛隊によるド

ローンの操縦訓練が行われたのですが、その翌月

に北海道胆振東部地震が発生し、まさに福島ロ

ボットテストフィールドで培われた操縦技術が現

場で発揮されたと伺っています。2018 年 11 月に

は、日本郵便（株）が、日本初となる南相馬市の

小高郵便局と浪江町の浪江郵便局間約９km のド

ローン輸送を目視外で行っているなど、周辺の自

約 50haという広大な敷地に、陸・海・空の試験エリアと開発基盤エリアを整備。研究棟に用意さ
れた 22 の研究室のうち、既に 16 事業者の入居が決定しており、地域でロボット分野に進出する
企業の支援も実施している

福島ロボットテストフィールドは地域の消防団の訓練場としても活用可能。大谷
氏と福島氏は消防団員でもあり、不明者の捜索などでドローンを活用している
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治体同士が連携して、広範囲なロボットの試験場

所を提供する取り組みもあり、福島ロボットテス

トフィールドの施設外でも実証試験がしやすい環

境を提供できる点が、福島浜通り地域の強みです。

また、2019 年 10 月にはドローン事業者 29 者

が参加し運航管理統合機能を利用した相互接続試

験を実施し、1 時間 1 平方 km に 100 フライト

以上のドローンの飛行試験に成功しました。各事

例において、事業者と打ち合わせなどを入念に行

い、試験候補地の提案や地元の行政区長さんをは

じめとする関係者への事前説明など、南相馬市役

所や浪江町役場の職員などと一緒に伴走支援をさ

せていただいております。

―市からの助成もあると伺いました。

清信　実証実験などに来てくださる企業様に対し

ては、実証実験や研究開発に打ち込んでいただけ

るように交通費や宿泊費を 1/2 負担する助成金

をご用意し、貸事務所や貸し工場を整備する取り

組みも進めています。また、住居などに関する情

報提供なども行いながら、来てくださった方々を

フォローアップする体制を作っています。

【南相馬市が描く未来像】

ロボットと共にある社会を牽引し、
復興の活力を発信する自治体へ

―福島ロボットテストフィールドを核とした

南相馬市の、今後の展望をお聞かせください。

大谷　世界一ロボットの研究開発や実証実験がし

やすい環境を提供していきたいです。ありがたい

ことに、「南相馬市はワンストップ・サービスで実

証実験がしやすい環境を提供してくれる」と各方

面から好評をいただいています。ひと月に 2,000

～ 3,000 人もの方が福島ロボットテストフィール

ドに実験や視察で訪れてくださっていますから、

そこから生まれる宿泊、交通、食事といった地元

のビジネスチャンスの拡大にも期待が持てます。

清信　研究開発にとどまるのではなく実用化につ

なげていくことが重要です。人々の役に立つロ

ボットを世の中に広げていくことで、この南相馬

市自体も新たなステージに立ち、ロボットという

新しい産業と共に発展していけるのではないで

しょうか。

福島　事業者様には「南相馬市で実証実験や研究

開発をして良かった」と思っていただきたいです

し、南相馬市民の方々にも「わがまちがあったか

らロボットと共生できる社会が実現できた」と誇

れるようなまちづくりを目指していきたいです。

─その未来像を実現するためには、何が必要

だとお考えですか。

清信　まだスタートしたばかりなので、これから

市全体はもちろん、全国のドローンやロボット関

連事業者様や自治体様に対する情報発信が重要に

なるでしょう。ロボットが活躍する姿を市民の

方々に見ていただく場所を提供したり、地域のお

祭りでドローン操縦体験会を開いたり、広報誌や

ホームページ、SNS なども活用しながら、市民

への周知を続けていく予定です。2020 年 8 月

20 日～ 22 日には、この地で世界中から最先端

のロボットが集まるワールドロボットサミットの

開催も控えています。日本全体のロボット産業を

盛り上げながら、福島の復興においても元気と活

力を届けられる自治体になっていきたいです。

（取材日／ 2019 年 12 月 18 日）

▶福島県南相馬市
〒 975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目 27 番地
TEL ／ 0244-22-2111
URL ／ https://www.city.minamisoma.lg.jp/

2019 年に起きた台風被害の際は、福島ロボットテストフィールド入居企業や市
内の企業を含め６社とチームを結成。市内計２２箇所でドローンによる被害状況
の把握を行い、災害対策本部などに情報提供を行った

検 索福島ロボットテストフィールド
 URL https://www.fipo.or.jp/robot/
公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構
 住所 〒975-0036 福島県南相馬市原町区萓浜字新赤沼83番 南相馬市復興工業団地内
 T E L 0244-25-2473　 受付時間  9:00～17:00
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他の自治体に先駆けてドローンを導入した伊賀市。立ち上げ時から続く工夫、導入によるメリット、そして今後
の見通しとは―。早期導入した先駆者的な立場から語られるドローン運用のリアルな現場を紹介する。

02
三重県伊賀市
消防本部 副署長 西森 康典（左）

総合危機管理課 主任 長井 正人（中）

消防本部 副参事 石本 陽洋（右）

ドローン導入の先駆者
としての矜持
その有用性を示しながら
共通認識を高めていく

【伊賀市の概要】

丘陵地帯が多くを占める地域
土砂災害の危険を孕む

―市の特徴についてお聞かせください。

西森　三重県の北西部に位置し、北は滋賀県、西

は京都府と奈良県に接しています。地形は北東部

を鈴鹿山系、南西部は大和高原、南東部を布引山

系に包まれた盆地を形成しており、平地や台地は

少なく、丘陵地が多くを占めています。このため、

限られた平地・台地を農地や宅地として利用して

いますが、近年では丘陵地を開発した住宅団地等

も増えてきました。

―その特徴がもたらす災害の危険性はどのよ

うなものでしょうか。

西森　盆地特有の気候で寒暖差がかなり大きく、

霧やもやが発生しやすい気候で、10 月半ばを過

ぎると濃霧注意報が多く発生します。また、淀川

水系が台風や大雨の際に氾濫する危険性がありま

す。それから、山に囲まれているため、土砂災害

についても深刻な被害が発生する恐れがあります。

昭和 28 年の災害では市の北西部の山が崩れて死

者が出ており、地元の方は”二八災害“と呼んで

語り継がれています。

―地域で考えられる課題とは。

長井　防災面での課題としては、情報伝達方法で

す。多種にわたる機器の老朽化や、維持や経費に

ついての問題が浮き彫りになってきました。それ

に伴いシステムの再構築が必要です。また、世代

や住む地域による情報格差をどうクリアすれば公

共性ある情報を公平に伝達できるのかも考えてい

かなければなりません。たとえばスマホなどがど

れほど市民に行き渡っているかどうかの把握も重

要ですし、有事の際に山間部にお住いの方、特に

高齢者世帯に、防災無線と同時にそれ以外の方法

での伝達手段があるのかなどの検討もしています。

総合危機管理課の立場から、災害時の情報伝達方法を課題に挙げる長井氏（右）
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【ドローン導入の経緯】

市長からの提案を受け、災害時の正確な
情報をいち早く把握するため導入
所管は市、運用は消防本部で

―ドローン導入のきっかけについてお聞かせ

ください。

西森　平成 28 年 8 月、伊賀市長から災害発生時

などにおいて正確な情報把握のために利用出来な

いかとの提案を受けて、導入しました。当時はま

だドローンが出回ったばかりで、「ドローンって

何？」「それで何ができるの？」という人がほと

んど。県下の各消防本部でも導入したいという話

は出てもなかなか実現が難しい状況でしたが、市

長からの提案のもと、各部局や議会の理解を早期

に得ることが出来たため、県下の自治体で初の導

入ケースとなったわけです。所管は市の総合危機

管理課ですが、実際の運用は消防本部です。実は

私は子供のころからラジコンが好きで、ドローン

もその 1 年前から飛ばしていたんですね。そう

いうこともあって、「じゃあ消防で」という話に

なりました（笑）。

―パイロットの人数や育成についてはどのよ

うに。

西森　現在のパイロットは、本庁から 10 名、消

防から 6 名の 16 名です。市の職員は各課からど

のような活用ができるかを話して、たとえば建設

系なら橋梁とか土砂災害などでも活用できるとか、

教育なら市の文化財である埋蔵物の発掘の際に上

空から撮影できるとか。その結果各セクションか

ら１名ずつとなったわけです。

パイロットの育成については、私に操縦の育成

に関する辞令があり、指導員と言う立場に立って、

マニュアル作成から飛行訓練のカリキュラムまで

独自に作成し、運用しています。国交省が推奨し

ている目視外飛行や飛行経路の決まりまで、「安全

マニュアル２」というものも元にしながら、それに

合わせて伊賀市独自のマニュアルを作成しました。

【ドローン活用の現場】

上空からの“鳥の目”が、
消防戦術を助ける

―実際の災害現場では、ドローンをどのよう

に活用していますか。

西森　80 ～ 90％は火災現場で燃え盛っている中

での上空写真。それから、予防という意味で立ち

入り検査にも使用します。建屋同士がくっついて

いるのか離れているのか地上からでは見えないと

ころが上空から見えます。そして、災害後の調査

活動。災害があった場所、たとえば土砂災害など

の検証にも上空からの撮影は有効です。

―火災発生中のドローン使用についてもう少

し詳しく教えてください。

西森　火災現場上空から、動画や静止画を撮影。

消防水利から燃え盛っているところまでの距離を、

撮影した映像をもとに、20 メートルのホースが

何本必要なのかを瞬時に計算します。また、隊員

〈上〉西森氏のドローン運用管理者・指導員の認定証。市長からの辞令
としての意味を持つ

〈左〉座学によるドローン講習。各課から集まったパイロットたちが熱心に
学ぶ
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が消火活動中に、どのあたりまで飛び火している

のかわからないことがあるので、そのときはド

ローンを飛ばして上空でホバリングさせた状態に

します。この真下が燃えているとか、ここは放っ

ておくと延焼していくとか、ドローンを目印にす

るわけです。

―消防においてドローンが最も有効だと思う

点は。

石本　現場指揮本部では、災害の全体を把握する

必要があるので、ドローンによって俯瞰的な目線

で物事を見られるという点で大きな役割を果たし

ています。さらに、大規模な災害になると、人間

が足を運んで確認に行くよりも、ドローンによる

空撮で情報収集できれば、隊員の疲労負担の軽減

にもなります。事前に危険要因を察知できるので、

安全管理上も非常に役立っていると思います。こ

れらがドローンを災害現場に投入する最大のメ

リットですね。

【目標とアドバイス】

有用性への理解を共有できるかが
大切

―今後目標にしていることは。

西森　第一目標は、ドローンについての共通認識

を、一般にもう少し広げていきたいですね。それ

から自前でのパイロットの養成です。より効率的

な運用を目指すために、業務の合間を縫って研修

してもらっています。伊賀市では、特殊な操縦ス

キルの習得をしたパイロットについては、最終的

に市に申請を出して承認許可が下りると、個々の

パイロットに市長から認定証が発行されます。辞

令のようなものですね。年間で予算を組んでス

クールに入れて養成するケースが多い中、独自研

修で承認許可をしている伊賀市は珍しい例です。

―第一目標としての共通認識とは。

西森　ドローンは業務にもしっかり使っていける

ものだということへの部署ごとの共通認識です。

どうしても「飛ぶだけ」とか「落ちるかも」など

のマイナスイメージがある人もまだまだいるよう

で、ドローンの実用性への理解が組織内でも格差

があるのが現実です。そこを少しずつ埋めて行く

必要があると考えています。

―他の自治体や消防本部に対してアドバイス

できることは。

西森　伊賀市は市長からの提案により、各部局や

議会の理解のもと、比較的容易にドローンを導入

することが出来ました。アドバイスできるとした

ら、パイロットの育成面ですね。限られた予算の

中で、いかに育成を進めていくか。伊賀市の場合、

独自のカリキュラムを作成し、市独自のドローン

認定証を発行することにより研修費を抑えること

ができています。そして、ドローンは機械なので、

どこでどうなるかはわからない。万が一を想定し

て、被害を最小限に抑え安全に運用するよう心掛

けたいものです。

（取材日／ 2019 年 9 月 26 日）

▶伊賀市役所 総合危機管理課
〒 518-8501 三重県伊賀市四十九町 3184 番地
TEL ／ 0595-22-9640
URL ／ https://www.city.iga.lg.jp/ 

〈左〉伊賀市が運用しているファントム 4。軽量で機動力に優れ、災害時だけでなく、
市の催しにも欠かせない存在となっている

〈下〉「ドローンの“鳥の目”が、指揮本部の大きな手助けになる」と語る石本氏（左）。
同時に「隊員の負担軽減や安全管理が最大のメリット」とも
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【発足の経緯と事業内容】

最新技術と知識や経験を総動員し、
ドローンによる社会貢献を目指す

― JDRONE発足に至る経緯をお聞かせください。

飯田　弊社社長酒井は、前身企業「株式会社日本

サーキット」を 1989 年神奈川県川崎市に設立し、

酒井自身が培った技術力を基に電子回路設計・受

託開発をはじめ大手電機・電子機器メーカーへ

様々なものづくりへの貢献を継続しております。

このように従来の業務から蓄積した経験や知識に

加え、酒井が航空機に対する造詣が深く、在来の

業務でも今までに無い視点からのセンシングツー

ルとして利活用できないかと 2012 年よりドロー

ンの研究を始めました。2015 年箱根大涌谷調査

を県から受託し、オリジナルの調査用ドローン開

発を機に、顧客先のご要望に沿ったカスタマイズ

機体の製造販売を開始いたしました。その後

2016 年にドローンでトップシェアを誇る DJI と

の関係構築をし、正規販売代理店になり、DJI 製

汎用ドローンの販売や同社の産業系機体へのカス

タマイズ対応によりドローン事業のサービス領域

拡大を図っております。

―そして 19 年 7 月にドローン事業が単体の会

社として独立していくわけですね。そこまで拡大

していく転機とは。

飯田　ドローン事業立ち上げ当初は、弊社オリジ

ナル機体でのカスタマイズ機体の開発、製造、販

売を主軸としておりました。当時の日本における

ドローンを取り巻く環境は厳しく、自由に飛行で

きる状況ではありませんでした。しかしながら、

現在はドローンによる空撮映像が新たな産業構造

変革のツールとして注目されております。ドロー

ン利活用社会の実現のために DJI と連携しドロー

ンユーザーになるためのハードルを下げる環境づ

くりとして、実機の展示や飛行体験、操縦訓練が

可能な DJI ARENA（屋内操縦練習場、セミナー

ドローンの導入支援から機体選定や開発、操縦のための教育や空撮・調査・点検等の業務受託サービスもワンス
トップで相談を受けているJDRONE。国内有数の「ドローン企業」の成り立ちから運用事例、そして、見据え
る将来の展望とは。

技術屋集団が知識と経験を
活かして提供する
ドローンサービス

2015 年からドローン関連のメディアに関わったことで「これは面白い」と思い、
JDRONEの前身となる日本サーキットに転職した飯田氏。現在は WEB 運営な
どの広報業務を担当している

03
株式会社JDRONE
ソリューション営業部 
UAV サーベイソリューション
事業推進リーダー 水野 大二郎（左）

ソリューション営業部 
イノベーション推進グループ
上席リーダー 飯田 春生（右）
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ルーム、ショップ）を東京都葛飾区に日本で初め

て開設しました。ドローンの個人的なユーザーか

ら企業の業務利活用の検討をされている方々への

飛行経験やイメージづくり、弊社開発のドローンシ

ステムや機体のテストができる場所を確保したこと

でドローンの入口から出口までのサービスの提案が

できる環境が整備されたことを機に分社化し、

JDRONEがドローン事業に特化し独立していく運

びとなりました。

―現在のサービス内容をお聞かせください。

飯田　ドローンに係る入口から出口までのサービ

ス提供を行っております。具体的には、ドローン

とは何か、活用方法などのドローン導入支援コン

サルティングからご要望に沿った機体の選定・販

売やカスタマイズ機への開発・製造、操縦のため

の教育（座学・実技）、空撮、調査、点検等の受

託業務などを提供しております。弊社設立経緯か

ら、従来のメンバーがおこなってきた電子回路開

発や電子回路におけるノイズ対策、無線回路技術

を基にご要望に沿った最善のドローン利活用のご

提案ができると自負しております。ぜひご相談く

ださい。

【これまでの取り組み実績】

林業経験者が可能にする、
より正確かつ省力化できる山林調査事業

― JDRONEのサービスの 1 つに航空調査が

ありますが、どのような事例がありますか。

水野　山林資源量調査事業というものがあります。

これまで一般的な林業の民間同士の資源量調査は、

立木の対象エリアの樹木の種類（スギ・ヒノキ等）

や数量（本数・材積）、質（曲がり、傷等）、境界

線や伐採地の範囲などの調査に“山師”と呼ばれ

るベテランの方が経験と勘を頼りにどんぶり勘定

でボリュームを算出していたのが実情です。そう

言う私自身が前職で林業の現場に従事しており、

何とかエビデンスに基づく調査結果の提供がお客

※ 森林環境税及び森林環境譲与税（林野庁）　https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

様と社内とで共有できないかと苦慮していました。

GIS という地理情報システムと ICT（情報通信技

術）を使用することでより正確でわかりやすい情

報が得られると考えていました。そんな中ドロー

ンと出会い、空撮画像で得られた情報と様々なシ

ステムと現地調査の情報とを組み合わせることに

よりデータの精度があがり、自信をもって森林所

有者と協議出来るようになりました。また、現地

調査についても段階的に方法を見直し、従来行っ

ていた通常 3 人日 /ha で行う毎木調査をドロー

ンの利用により現場によっては、10ha を１人／

時間で撮影し情報収集完了となり調査現場での作

業員の安全と省力化も飛躍的に向上されました。

―森林環境税及び森林環境譲与税※が はじまり

ましたね。

水野　そうですね。贈与税の使い方に関して悩ん

でいる自治体様も多いと思います。この度ご紹介

するドローンは測量や計測に特化した機体であり、

このドローンで収集したデータを基に各 ICT のソ

フトウェアを学んでいる我々が精度の高いデータ

と３D 画像提供の活用により山林調査・管理のよ

り良い繋ぎ役になれればと思っています。

―山林調査事業では、他にどのようなことが

可能になりましたか。

水野　台風や地震など自然災害によって崩壊した林

地を空撮することで、流出土量などの計算を調査員

取材時の３ヶ月前に前職の林業から転職したという水野氏。林業におけるドローン
活用の有効性を肌で知るからこそ、技術者とお客様の通訳的なことも可能になる
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が安全な場所から迅速にできます。復旧工事に向け

た調査期間の短縮とリスクや工数の軽減をはかり、

早期復旧のための施工作業計画の立案や進捗状況

の管理にも役立ちます。また林道の路線計画に、精

度の高いデータと３D 画像を使用して効率的な路線

を選定することが出来、工事の状況を容易に可視化

して関係者間の情報共有化も図れます。

【今後の展望】

技術の進化をいち早く吸収し、
より有効なサービスを提供したい

― JDRONEの展望についてお聞かせください。

飯田　水野が中心となり立ち上げに力を入れてい

る山林事業などもこれから益々需要が増えてくる

と考えていますので、そういった分野ごと業種ご

とのサービス事業も展開できるかなと。また、

SFM（Structure From Motion）ソフトなどツー

ルまわりの発展もインフラ点検や山崩れなど様々

なデータが精細に見られるということに応用が効

くので、そういったツールを組み合わせたドロー

ンの活用事例を増やしていきたいと思います。

水野　ICT 技術は日進月歩。その進化を、我々は

常にアンテナを高くして吸収し、それを社会にどう

還元するのか。アイデアとともに具体例として使い

方のコンサル業的なことや直営での空撮・解析も

やりながら、実務で役立つシステム、サービスを提

供することで社会貢献できればと思っています。

―最後に、自治体や企業に向けてメッセージ

をお願いします。

飯田　日本は人手不足が加速しています。そんな

中で、ドローンはまだまだ一般化していない部分

があるのですが、ちゃんと使いこなせばこんなに

凄いツールはない、と声を大にしてお伝えしたい

です。ドローンはまだまだ発展途上ですから、難

しいこともあるかもしれませんが、我々ならワン

ストップでいろいろなご支援ができます。ぜひお

声掛けください。

水野　入札で金額の叩きあいになりサービスの質

を落としてしまうのは残念だと思っております。

機体だけ購入しその後ドローンを使っていないと

いうお話をよく聞きますが、それでは意味があり

ません。そうならないためにも、機種選定から導

入、導入後は教育からアフターケア、運用コンサ

ルまで含めた一連のつながりを考えていただけれ

ばと思います。また、初めから弊社にお任せ頂く

のも選択肢の一つかと思っております。森林環境

税及び森林環境譲与税というものも始まりました。

山や樹木に関わる貴重な税にとって JDRONEは

必ず実になるものを提供できますので、ぜひとも

ご相談いただけたらと思っております。

（取材日／ 2019 年 12 月 26 日）

上の崩壊画像に、崩壊前の地形を設定し、流出土量を算定。ドローン
による画像は、崩壊地の土量計算の迅速化を可能にした。早期復旧へ
の重要な第一歩となる

一気通貫したサービスが提供できることが JDRONEの強みだと口をそろえる飯田
氏と水野氏

▶株式会社 JDRONE
〒 163-0417 東京都新宿区西新宿 2-1-1（新宿三井ビルディ
ング 17F）
TEL ／ 03-4236-0080（代表）
URL ／ https://jdrone.tokyo 
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【地域課題】

人口減少、物流、インフラ
離島ならではの課題と危機感

―濵本様のご経歴を教えてください。

以前は東京のマーケットリサーチ会社で働いて

いたのですが、スローな環境で子どもとの生活を

大切にできたらと考え、2018 年 2 月に地域おこ

し協力隊として五島市に移住してきました。五島

を選んだ理由は、父方と母方の祖父が五島の生ま

れであることを知り、2 年前に初めて訪れた際、

土地と人に惚れ込んだこと。また、元々趣味でド

ローンを飛ばしていたので、ドローン事業での公

募だったことも決め手になりましたね。

―五島市の特徴や課題について、どのように

お感じになっていますか。

五島市は本土で一番近い長崎県からも 100km

西に離れており、福江島を中心本島として 11 の

有人島から成り立っています。定期船がある場所

では 1 日 1 回くらい船が出るので移動や物の輸

送ができますが、九州本土と直接つながっている

のは福江島と奈留島だけです。

課題はいろいろあるのですが、最も深刻なのは

急激な人口減少。1960 年には 9 万人だった人口

が、2019 年は 3 万 7 千人を切りました。人口が

減ると活気がなくなって市場が小さくなるし、労

働力も減ってしまうので、観光面に加えて移住・

定住対策に力を入れています。

―離島ならではの課題や、災害・防災面では

いかがですか。

離島間の交通はもちろん、福江島以外は山が多

く島のなかでも集落が点在しているため、それぞ

れの島内の交通・インフラ整備も課題です。人口

が減るほど高齢者の比率が高くなり、車の運転が

できない人が増えてきます。市で訪問販売や移動

販売を支援していますが、移動できなくなると住

11の有人島から成る五島市では、離島間の移動・輸送に加え、島内に点在する集落間の交通にも困難がある。
人口減少が急激に進み課題が深刻化するなかで、住民の暮らしの向上と事業の育成を目指して、『五島市ドロー
ン i-Landプロジェクト』が始動した。

04

五島市のドローン活用
民間主体の体制で
地方創生を目指す

長崎県五島市
地域振興部 商工雇用政策課 
地域おこし協力隊
ドローン事業担当 濵本 翔

五島市では、福江島に 3 万 4,000 人、その他の島々に 3,000 人ほどの人々が暮らす
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民同士がコミュニケーションを取りづらくなるの

も心配ですね。

災害・防災面では、地震こそほとんど経験した

ことがない地域ですが、近年は集中的な豪雨が増

えているのが気がかりです。今年 7 月の豪雨で

は土砂崩れがおこり、交通が遮断されてしまいま

した。雨による災害には今後も警戒していかなけ

ればなりません。

【五島市ドローンi-Landプロジェクト】

ドローン物流実証事業で見えた
確かな需要と今後への道筋

― 五島市のドローン事業についてお聞かせく

ださい。

五島市ドローン i-Land プロジェクトという名で、

2018 年 8 月から実証事業を推進しています。プ

ロジェクトの中心は、ドローンを用いた離島間無

人物流、農地の作付け確認、海洋ゴミに関する取

り組みの 3 つです。

―離島間の無人物流実証事業について、詳し

く教えていただけますか。

五島市では離島間以外でも輸送・移動の課題が

ありますが、法制度上、比較的許可を得られやす

い海上からスタートしようということで、2018

年と 2019 年に実証を行っています。

１年目は奈留島―前島間、500m 程度のドロー

ン輸送を実施。気象観測データを見ながら運行判

断をして安全に飛行させることに加えて、広報的

な部分にも重点を置きました。実運用に向けて住

民の理解を得ることが大切ですし、日本全国の事

業者の方々にも、実証事業ができるフィールドと

して五島市を知っていただきたいと考えたから

です。

２年目は、福江島から赤島と黄島に 1 日 2 往復、

10 日間にわたって物を運びました。距離はそれ

ぞれ約７km と９km で、前年度よりかなり伸びま

したが、天候に左右されて飛べないこともあり、

安定的に運航することの難しさがわかりました。

また、前年度よりも実運用を見据えた体制にす

るために、ドローン輸送のニーズが高いと考えら

れる小売り事業者や医療事業者との連携を重視し、

五島市無人物流実装推進協議会（ドローン物流協

議会）を設置しました。今後は宅配業者などとも

連携を取っていきたいですね。さらに、実運用を

見据えて五島市内におけるドローンオペレーター

の育成も目標とし、私自身もトレーニングを受け

ています。

―成果や手応え、実運用までの目途はたちま

したか。

実際に住民から電話で注文を受けたものを運ん

だのですが、小売りや物流の業者の皆さんにご協

力いただき、受注から輸送までの一連の流れを実

施することができました。何よりも実感したのは

需要の高さですね。赤島の人口は 10 人程度なの

ですが、1 日 2 便、10 日間で 20 便があっとい

う間に埋まりましたから。ただ、今回は短期間の

実証だったため、これが継続したサービスとなっ

たときに、どれだけの頻度で利用されるかが重要

です。

機体性能が上がって長距離を飛べるようになり、

かつコストも見合ってくれば、より離島向きにな

ると思っています。安全な運航を重視すれば人的

コストも膨らみますが、それも技術が上がれば削

減できるはず。元々予定していた実運用は来年度

末、後ろ倒しになっても再来年度中には目途を付

けていきたいです。

2019 年の離島間無人物流実証事業における航路
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―農地の作付け確認と海洋ゴミのドローン事

業についてもお聞かせください。

現地まで足を運んで行われていた作付け確認業

務の効率化を目的として、五島市ドローン i-Land

プロジェクトの一環として取り組んでいます。従

来は 16 日くらいかかっていたものが 1 日で済む

などの成果が見られましたが、やはりコスト面に

課題があるので、エリアの拡大や人的コストの削

減などを模索していきたいと思っています。

海洋ゴミについての取り組みは、ドローンで撮

影した海岸の映像からゴミの量を数値化するとい

うものです。管理に役立てるほか、より多くの人

に海洋ゴミ問題を知っていただくために、数値の

公開も行う予定です。

【今後の展望とメッセージ】

民間主体のドローン事業の育成と
活用の拡大や他自治体との連携も目標

―市としてドローンの保有はされていないと

伺いました。

基本的に、一緒にプロジェクトを進めている事

業者の機体を活用しています。そもそも五島市ド

ローン i-Land プロジェクトは事業の育成も目的

としており、市がサポートをしながら土台を作っ

て、最終的には市内の民間事業者の方々が主体と

なって進めていただきたいと考えているのです。

もしかしたら今後、他の課でドローンを保有する

可能性はあるかもしれませんが、商工雇用政策課

では今の体制を続けていきます。

―五島市ドローン i-Land プロジェクト以外で

の活用例や、活用を検討したい分野はありますか。

マグロ養殖における赤潮対策のためにドローン

で採水を行った長崎大学さんの実証実験や、鳥獣

害対策にドローンを活用する県の取り組みなどが

あります。災害分野での活用はまだありませんが、

先日の豪雨で農地被害や林野の土砂崩れがおきた

際には、ドローン活用の検討がありました。今後

活用することは十分に考えられると思います。

林野の管理にもドローンが活用できそうですし、

バッテリーや飛行距離の問題を除いて考えれば、

国境近くの警備にも非常に有効なのではないかと

思います。技術さえ上がってくれば、浮体式洋上

風力発電の点検などにも使えたらいいですね。

―最後に、他の自治体へのメッセージやアド

バイスをお願いします。

五島市以外でもドローンに関する取り組みをさ

れている自治体が日本全国にたくさんあるので、

横展開をして情報共有していくことで、さらに効

率化を図れるのではないかと思っています。私も

特に物流分野での活用については見学させていた

だきたいですし、もちろん五島市の取り組みにつ

いても、ご自由に見学していただけますので、ご

興味がありましたらぜひお問い合わせください。

（取材日／ 2019 年 12 月 2 日）

住民の笑顔に触れ、ドローン物流への期待の高さを確信

作付け確認は現在、エリアを
限定し、安全重視で補助者を
付けて行っている

▶長崎県五島市 地域振興部 商工雇用政策課
〒 853-8501 長崎県五島市福江町１番１号
TEL ／ 0959-72-7862
URL ／ https://www.city.goto.nagasaki.jp/
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05

分野の壁を超えた教育を志す酪農学園大学では、ドローンやGIS（地理情報システム）技術の応用も幅広く、防災
分野における研究開発でも第一線を走る。近隣自治体や消防との密接な連携のもと実施された研究からは、官学
連携ならではの視点によるドローンの有効性と実運用に向けての課題やヒントが得られた。

酪農学園大学

官学一体の研究と実証が
ドローン実運用化を
加速する

農食環境学群 環境共生学類 
環境空間情報学研究室
准教授 小川 健太（右）

研究員（H28～30年度） 小野 貴司（左）

【大学と研究の概要】

“横断的教育”という理念のもと
各分野に研究内容を活かす

―まずは酪農学園大学の概要からお聞かせく

ださい。

小川　酪農を中心として、畑作や花などの農業全

般、環境や食、牛の健康を司る獣医分野などの研

究をしている大学です。農食環境学群と獣医学群

という二つの学群があり、その下に複数の学類が

あります。通常は「学部」「学科」と呼ぶところ

が多いのですが、酪農学園大学は横断的な教育が

できるようにという意図で「学群」「学類」とし

ています。たとえばドローンや GIS は環境だけ

でなく農業の分野でも役にたちますし、獣医学の

公衆衛生の分野で GIS を使うこともあります。

―お二人のご経歴と研究内容を教えてください。

小川　民間企業の SE を経て酪農学園大学に赴任

しました。衛星画像や航空写真、ドローンで撮影

した画像や映像に GIS などを組み合わせて、空

からセンシングしたデータを環境のモニタリング

に活用する研究を行っており、環境分野にとらわ

れず農業や防災などの分野にも役立てていこうと

する研究活動に従事しています。

小野　私は環境 GIS 研究室の卒業生でもありま

す。GIS 研究室の主な研究テーマは、自然環境の

変化や改善方法を調べて地図上に表していくこと

で、空中写真や衛星画像を使って湿原の環境や植

生の変化を研究していました。卒業後に北海道大

学の修士課程を終えてから、非常勤講師や NPO

環境保全事務所に勤めていたこともあります。そ

の後、先生方とのご縁で当プロジェクトの支援を

させていただくことになりました。

【ドローン・GISの活用】

近隣自治体や消防との連携
官学一体となって研究を進める

―防災分野での取り組みについてお聞かせく

ださい。

小川　消防との連携が始まった最初のきっかけは、

平成 21 年に江別市消防本部の方が「GIS を使っ

てみたい」とご相談にいらしたことです。当初の

目的は行方不明者などの捜索履歴を可視化するこ

と。そこから構想が広がって、防災分野における

ドローン・GIS 活用に関する研究が本格的にスター

トしました。江別市は市内 4 つの大学全てと包括
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2017 年の三市合同林野火災訓練で初めてド
ローンを取り入れ、翌年には、Hec-Eyeを試験
利用。指揮本部にて救助隊の位置をリアルタイ
ムに共有できた。その後、Hec-Eyeと連携可能
な GIS 情報共有システムの開発へと繋がり、地
図上にドローンの位置や写真を重ね合わせること
ができた

連携協定を結んでいるので、大学間の横の連携も

ありますし、他分野やさまざまな自治体との連携

もあります。GIS に関するものが特に多いです。

―包括協定に基づく取り組みの具体例はあり

ますか。

小野　火災跡地のテスト撮影や、旭川の層雲峡で

火災があった際には、実際に現場でドローンを飛

ばして調査を行いました。火災発生時に近隣の消

防から要請を受け、撮影に向かったこともありま

す。農業や環境の調査、防災訓練の際に広報 PR

用の画像を上空から撮影した例もありますね。

―消防庁からの研究費用の補助も受けられて

いると伺いました。

小川　デジタル簡易無線や特定省電力無線などを

用いて、消防士が互いの位置情報を把握できるシ

ステムの研究開発には、消防庁から研究費用を出

していただいています。その後、防災科学技術研

究推進制度にもとづく消防庁の公募で採択され、

2016 年度から 3 年間にわたって『大規模林野火

災におけるドローンとリアルタイム GIS 活用に

おける対応の効率化と安全性の向上』というテー

マで研究開発に取り組むことになったのです。応

募のきっかけもまた、江別市からのご提案でした。

小野　このときは、位置情報の共有や安全確保は

もちろん、延焼リスクのマップ化や作戦の立案、

本部の指揮が隊員のタブレットに表示されると

いった機能も追加しています。ドローンを情報の

収集源として GIS に組み合わせるという研究を

通して、ドローンの有用性を検証し、消防の方に

知ってもらえたことは、大きな成果となりました。

―他自治体と合同で行う訓練でも、ドローン

や Hec-Eye システムを活用されたと伺いました。

小川　三市合同林野火災訓練（札幌市厚別区・北

広島市・江別市）は消防本部が毎年持ち回りで行っ

ている訓練で、当該研究を行っている関係で我々

も参加しました。ドローンの映像を無線機で飛ば

して画面に映した際には、テント内から歓声があ

がりました。研究に関わっている江別市の方だけ

ではなく、他市の方に見ていただけたことにも意

義があったと思います。

小野　三市合同林野火災訓練は消防間の密な連携

を目的として行われているものですが、ドローン

や GIS に関する理解を深める場にもなります。

実際に、札幌市にもドローンが配備されました。

地図だけでは位置が特定しづらいときも、空撮画

像があるとわかりやすいのです。ドローンと GIS

を組み合わせることで状況認識の共有がしやすく

なり、連携する消防間で情報のやり取りが習慣化

すれば、消火活動や救助活動、調査活動などさま

ざまなシーンで活用できますし、有事に迅速な対

応ができるようになるでしょう。
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【ドローン実運用への道筋】

理解こそが活用の可能性を広げる
研究や情報発信は大学の使命

―研究から見えてきた課題はありますか。

小川　システムの完成度や周知といった意味での

成果はありましたが、実運用していくうえでの人

員不足や運用体制、費用の問題が大きいと感じま

した。研究では我々が関わることでそれらの課題

は緩和されていましたが、実際に消防本部ごとに

運用していくことは、まだ難しいという現場の声

があります。

小野　ドローンは上空から俯瞰して見ることがで

きるので、林野火災においてホースを引く軌道を

決める際には非常に有効でした。しかし、林野火

災では消化自体にかなりの人手を要するため、ド

ローン運用に時間と人を割くことが難しいのです。

人材と訓練時間の確保、パイロットのプレッシャー

に対するケアなども重要になってくるでしょう。

小川　予算の問題に関しては、消火に直接用いる

ものに対しての優先度が高いので、タブレットや

ドローンといった支援ツールに予算付けをするの

は、簡単なことではないようです。また、通信機

能にも費用がかかります。災害発生時だけでなく

消火栓の管理など、日常的にも他の用途で活用し

ていくことができればもう少しハードルが下がる

かもしれません。

―今後ドローンがもっと活用されていくため

に、何が必要だと感じますか。

小川　ドローンの重要性に加え、どのような局面

でドローンが有効であるかの認識が広く伝わって

いくことでしょうか。狙いを絞ることで、より有

効に活用できるようになると考えています。

小野　使い道が明確でない状態で導入し、実運用

に至らないケースも少なくありませんから。当大

学では、ドローン導入マニュアルも作成していま

す。単純な訓練マニュアルではなく、機体ごとの

価格や用途を記した機体カタログや、たとえば消

防本部であればどんな機種や機能が有効なのかと

いった紹介もしており、活用場面の決定や練習方

法の設計などにも役立てていただけたらと思って

います。

小川　導入から意義ある実運用へと繋げるために

は、数々の実証やディスカッション、そして実地

運用を重ねる必要があります。大規模林野火災の

研究は 2018 年度をもってひと段落しましたが、

今後も官学一体の取り組みに民間との連携も強化

し、研究を進めていきたいと思います。

（取材日／ 2019 年 12 月 12 日）

令和元年台風 19 号被害発生の際には、酪農学園大学が衛星画像を用いて
家屋浸水被害状況を解析した

酪農学園大学は 2019 年 12 月現在、近隣の自治体・大学・民間企業などと、
31 の協定を締結。国際航業（株）より、マイクロドローンの貸与を受けるなど
民間との連携体制もある

▶酪農学園大学
〒 069-8501 北海道江別市文京台緑町 582 番地
TEL ／ 011-386-1111
URL ／ https://www.rakuno.ac.jp/
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【事業化に至る経緯】

何かできないかという研究から始め、
社内インフラの点検から１つずつ
積み上げた

― 九電ドローンサービス事業の母体となる

「KYUDEN i-PROJECT」についてお聞かせくだ

さい。

菊池　九州電力グループは「ずっと先まで明るく

したい」という理念のもと、その思いを実現し続

けるために、お客様や社会に新たな価値を提供す

るイノベーションの取り組みを加速させています。

2017 年 1 月に始動した「KYUDEN i-PROJECT」

は九電グループ全体のイノベーションを推進し、

新たな事業やサービスを生み出す一連の取り組み

です。お客様や社会の課題を解決することで、快

適で環境に優しい暮らしづくりに貢献し、九州か

ら世界に誇れる事業サービスを見いだし、世界を

変えるような取り組みを目指しています。現在は

３期目のフェーズに入りました。社内公募から、

部門を横断したり社外の方とも連携したりして

様々な提案がなされています。

―ドローンサービスが始まったきっかけは。

菊池　ドローンが業務に活用できるのではないか

ということで、着手したのが約 4 年前と、比較

的早かったと思います。ドローンの技術者育成、

機材確保などを図りながら、電力のインフラ会社

として電気設備の巡視・点検を行い、災害発生時

には被害状況確認などのために投入するなど、業

務へのドローンの活用を進めてきました。その結

果、社会のニーズに対応できる力がついてきたこ

ともあって事業化を目指すことに至りました。

【ドローン活用の現場】

電力会社として活用が必須だったドローン
その活躍の場面は広がっていく

―ドローンを事業化していく中で、広まりの

手ごたえを感じることはありますか。

菊池　ドローンそのものの活用は様々な分野で広

がっているなと強く感じます。当初、我々は空撮

という単純な切り口でサービスを考えていたので

すが、測量や物流、農業などの新たな領域でその

活用の幅が広がってきています。

九州電力グループは電気設備の保守点検のために、2015 年という早期からドローンを導入。2019 年７月に
は蓄積された機材・人材・ノウハウを生かして空撮を中心とした事業「九電ドローンサービス」を立ち上げた。
電力会社が見据えるドローン活用の現状と展望とは。

06
九州電力株式会社
テクニカルソリューション統括本部
情報通信本部 ICT事業推進グループ
課長 菊池 建次（左）

福岡支社 人事・業務部 
通信ソリューショングループ
 古賀 俊生（右）

「ずっと先まで明るくしたい」
九州電力の理念の下
地域の持続的成長に
つながるサービスを 
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―社内インフラの保守・点検以外でドローンが

活用される場面にはどのような例がありましたか。

菊池　九州電力が企画するイベントで、大分県の

九重連山にある坊ガツル湿原では植物の成長を促

し外来種を駆除する目的で野焼きをします。そう

いう地元独特の風景を、上空から撮影して記録に

残します。地元の放送局に空撮素材を提供するこ

ともあります。また、「こらぼら Q でん」という、

地域の方々と協力して行う地元の史跡や世界遺産

などの清掃活動にも取り組んでおり、その模様を

上空から撮影します。社内インフラの点検・巡視

の効率化、自然災害への対応、そしてイベント対

応。大きくこの 3 つの取り組みを社内で培って

いくうちに、社外のお客様にも使ってもらえるの

ではないかということで事業化へのステップアッ

プにつながったわけです。

―情報を把握するためのツールとしての、リ

アルタイム性についてはどう取り組んでいますか。

菊池　台風や地震などの時は、現地の状況を現場

だけではなく本部でも見たいというニーズもある

ので、自前のテレビ会議システムと組み合わせて

リアルタイムでの映像中継を行っています。

古賀　大きな災害現場では、通信機動車と呼ばれ

る衛星中継システムを搭載した車両を持ち込み、

インフラが被害を受けているような場所からでも

中継可能にしています。

菊池　災害時に我々電力会社が最優先で取り組ま

なければならないのは、被害を受けた電気設備の

復旧と、お客様に一分一秒でも早く電気をお届け

すること。被害状況をいち早く察知するために、ド

ローンからのリアルタイム中継は必要不可欠です。

【九電ドローンサービスの内容】

万全の体制、豊富な機材、安心・安全の
ノウハウ。きめ細やかなニーズへの対応が
可能に

―現在のサービス内容についてお聞かせくだ

さい。

菊池　基本メニューとしては動画・静止画の空撮。

屋根を点検したい、工場設備全体を上空から撮影

したいといったニーズに応えて、4K の高画質動

画・静止画を空撮します。また、３D・オルソ画

像の作成も行っています。空撮した複数の静止画

を組み合わせて三次元画像や 1 枚のひずみのな

い平面写真、いわゆるオルソ画像を作成します。

そのほか、大きな被写体を離れて撮影して細部ま

で確認することが可能な 12K 超高画質画像、設

備の点検に効果を発揮する赤外線カメラを使用し

た画像の提供も可能です。

―九電ドローンサービスの強みとは。

菊池　1 つ目は、九州全域をカバーする９つの拠

点。オペレーター数 110 名、機体保有数 70 台

という体制です。自治体様や法人のお客様を対象

に最寄りの事業所から速やかに駆けつけ、休日を

含めてお客様のニーズに柔軟な対応が可能です。

２つ目は、DJI 製のマトリス 600、マトリス 210

などの産業用ドローンをはじめ、赤外線カメラ、

12K 超高画質カメラ、レーザースキャナ、３D

モデルやオルソ画像作成用のソフトウェアといっ

た豊富な機材。これらによりお客様のニーズにき

め細やかに対応できると考えています。３つ目は、

電力会社としてインフラの点検・巡視などを目的

とした空撮で培ってきた安心・安全のノウハウ。

万が一に備えて賠償責任保険も加入しています。

〈左〉動画編集、空撮、オルソ画像・
3D 画像・測量など九電ドローン
サービスチラシ

〈下〉熊本県山都町にて。ドロー
ンによる空撮映像からの農地の
3D 画像
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―既に多くの契約実績がおありのようですが、

リリースからのスピードが早いですね。

菊池　現在は正式なサービスとして開始していま

すが、当初は試行サービスとしてリーズナブルな

価格でスタートしたこともあり、予想以上の早さ

で目標としていた 30 社に到達しました。試行

サービスを実施したのは福岡、熊本、大分の３県

でしたが、現在では全九州にエリアを拡大し、自

治体様から一般企業様まで業種も幅広く各方面か

らお問い合わせをいただいております。

―自治体での事例について具体的にお聞かせ

ください。

菊池　大分県津久見市観光協会様からは、津久見

港祭りで行われる『第 69 回つくみ港まつり』納

涼花火大会［令和元年７月 14 日（日）開催］の

空撮を承りました。花火大会の撮影は通常では地

上から撮影することが多いのですが、上空から映

像を撮らせていただきました。撮影した映像を編

集して BGM をつけてお納めしたのですが、協会

HP 創設以来最大のアクセスを記録したとのこと

です。そのほかでは、熊本県山都町様の農地管理

のお手伝いもさせていただきました。これまで最

新の農地の状況を把握するために職員の方が足を

運んでいたものを、ドローンによる空撮をもとに

したオルソ画像を作成することで効率化に繋げる

ことができました。まだまだお困りごとがある自

治体様も多いと思いますので、実際にお話を伺う

ことでさらに新しいサービスのヒントが生まれる

とも感じております。

【今後の展望】

電力会社として地域共生を第一に、
活躍の場を広げていきたい

―今後の取り組みについてお聞かせください。

菊池　ドローンは無線技術やソフトウェア技術と

言った ICT を活用して社内業務の効率化や安全

に寄与しています。また、それにとどまらず地域

社会の様々な課題解決に貢献するソリューション

ツールであると認識しています。ドローンを取り

巻く技術発展が著しい中、絶えず新たな技術を積

極的に取り入れて社内・社外の幅広いニーズに耳

を傾けて課題解決に貢献できるよう取り組んでい

きます。特に自治体様からは「防災」「観光」「農

林水産」「土木」「産業廃棄物管理」など多岐にわ

たるニーズがあり、これからもドローンサービス

が活躍する場面が多くあるはずです。自治体様に

限らず、地域の課題解決に貢献できるというのは

この上ない喜びでもあります。そのためにもまず

は見てもらい、使ってもらうことが大切。過去の

活用事例も含めて、しっかりと PR していく必要

があると考えています。

―ドローンと関わることで明確になった点は。

古賀　電力会社として設備の点検・巡視のために

活用してきたドローンですが、その蓄積の延長線

上で事業化に至りました。事業として成功させて

いくことももちろん大事ですが、インフラを担う

電力会社の使命のひとつは、地域共生です。そこ

を念頭に活躍の場を広げていければと思います。

（取材日／ 2019 年 11 月 22 日）

各拠点でドローンサービスを提供するオペレーターたち

▶九州電力株式会社
〒 810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
TEL ／ 092-981-0808（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00）
URL／https://www.kyuden-drone.jp（九電ドローンサービス）
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■  CEATEC 2019「総務省特別セッション～ IoT で創る日本の未来～」
に登壇

2019年10月15日（火）に開催された、CEATEC 2019「総務省特別セッ
ション～ IoT で創る日本の未来～」（場所：幕張メッセ）に、EDAC 理事
長の稲田悠樹が登壇しました。
セッションでは2016年度に実施した総務省IoTサービス創出支援事
業の概要及び成果について発表し、事業の成果を現在「Hec-Eye（ヘッ
クアイ）」としてソリューション化していることや、熊本県南小国町で

「ドローンを活用したまちづくりに関する協定書」に基づき、有事に備
えつつ不法投棄や鳥獣害対策等の地域課題解決に向けた活動を行いな
がら、地域実装の推進に取り組んでいることを講演しました。

講演

■ 熊本県南小国町内の小・中学校にて、ドローンを活用した体験授業を
実施

EDACでは教育支援の一環として、熊本県南小国町内の小・中学校でド
ローンを活用した体験授業を実施しました。
小学校向けにはドローンの操縦体験を行う授業を実施し、中学校向け
にはドローン及び iPad を使った映像の企画や撮影、編集を行う授業
を実施いたしました。

教育支援

アンケート調査
■ 「救急医療・災害対応におけるドローン活用等に関するアンケート調査」

報告書発刊

本報告書は、2018年12月に、全国の自治体及び消防関係者のドロー
ンの導入や活用状況について現状を把握するため、EDACが独自に実
施したアンケートをまとめたもので、約750自治体のドローン活用状
況をまとめた貴重な冊子となっております。
EDAC会員へは無料配布しておりますので、ご興味がございましたら、
EDAC事務局までお気軽にお問合せ下さい。

EDAC事務局　担当：丸亀
電話／ 03-5413-7398　メール／ info@edac.jp

EDAC 活動報告
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■「第 31 回諏訪湖マラソン」にて、リアルタイム中継を実施

2019年10月27日（日）に長野県諏訪市にて開催された「第31回諏訪
湖マラソン」のリアルタイム中継を、スカイシープロジェクト合同会
社との連携のもと実施しました。
本大会では、リアルタイムでドローン等からの情報配信を可能にする
システム「Hec-Eye（ヘックアイ）」を活用し、ドローンやスマートフォ
ンから取得されてくる位置情報付リアルタイム映像を大会本部へ中継
しました。

●主催：諏訪圏健康推進協議会
●運営：諏訪湖マラソン大会実行委員会事務局
●監修：スカイシープロジェクト合同会社・一般社団法人 EDAC
●システム提供：株式会社リアルグローブ

■「第 37 回鴨山駕籠かき大会」にて、リアルタイム中継を実施

2019年11月10日（日）に島根県美郷町にて開催された「第37回鴨山
駕籠かき大会」のリアルタイム中継を行いました。
今回の鴨山駕籠かき大会では、リアルタイムでドローン等からの情報
配信を可能にするシステム「Hec-Eye（ヘックアイ）」を活用し、ドロー
ンやスマートフォンから取得されてくる位置情報付リアルタイム映像
をスタート／ゴール地点となる会場へ中継しました。中継映像は町長
や副町長を含む多くの方々にご覧いただき、「来年度の大会でも活用
したい」とご好評をいただきました。

●主催：鴨山駕籠かき大会実行委員会
●監修：一般社団法人 EDAC
●システム提供：株式会社リアルグローブ 

■「第 32 回いびがわマラソン」にて、マラソン参加者の安全管理を支援

2019年11月10日（日）に岐阜県揖斐川町にて開催された「第32回い
びがわマラソン」において、いびがわマラソン救護チーム（岐阜大学医
学部附属病院／NPO法人岐阜救急災害医療研究開発機構など）と協力
し、マラソン大会参加者の安全管理を支援しました。
2016年に実施された「第29回いびがわマラソン」から４年連続の救
護支援となる本大会では、「Hec-Eye（ヘックアイ）」と救護支援アプリ

「Report（レポート）」を連携させることで、救護班のスマートフォンか
ら要救護者情報と合わせて、位置情報を救護本部に配信し、要救護者の
状況や救護チームの処置状況等の迅速な把握を可能にしました。また、
救護チームの位置情報をリアルタイムに本部へ共有する事で、救護本
部と救護チームのより円滑な連携を実現しました。

●主催：�いびがわマラソン実行委員会（揖斐川町・中日新聞社・西濃地区
陸上競技協会）

●メディカル委員会：�岐阜県スポーツドクター協議会・揖斐郡医師会・揖斐
警察署・揖斐郡消防本部・揖斐厚生病院・岐阜大学
院高次救命治療センター・西濃陸上競技協会

●協力：一般社団法人 EDAC・株式会社リアルグローブ

 

イベントの
実施協力
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2019 年 10 ～ 12 月期実施実績
10月２日 長野県 平谷村 ● 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

10月４日 長野県 御代田町 ● 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

10月11日 熊本県 南小国町
●  南小国町立りんどうヶ丘小学校にて、全校生徒を対象にドローン操縦授

業を実施

10月15日 千葉県 千葉市
●  CEATEC 2019「総務省特別セッション～ IoT で創る日本の未来～」に、

EDAC 理事長が登壇

10月16日 熊本県 南小国町 ●  「きよら祭り」にて、ドローン操縦体験及び記念撮影を実施

10月18日 熊本県 南小国町 ●  南小国町立市原小学校にて、全校生徒を対象にドローン操縦授業を実施

10月21日 熊本県 南小国町 ●  南小国町立中原小学校にて、全校生徒を対象にドローン操縦授業を実施

10月23日 長野県 伊那市 ●  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

10月27日

長野県 諏訪市
●  スカイシープロジェクト合同会社と連携し、「第 31 回諏訪湖マラソン」

のリアルタイム中継を実施

大阪府 泉大津市
●  「令和元年度泉大津市総合防災訓練」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

熊本県 南小国町 ●  「令和元年度南小国町防災訓練」実施協力

11月１日 徳島県 那賀町 ●  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

11月３日
高知県 仁淀川町

●  「令和元年度仁淀川町防災訓練」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

岩手県 一戸町
●  「令和元年度一戸町総合防災訓練」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

11月10日
島根県 美郷町 ●  「第 37 回鴨山駕籠かき大会」リアルタイム中継実施

岐阜県 揖斐川町 ●  「第 32 回いびがわマラソン」にて、マラソン参加者の安全管理を支援

11月11日 岡山県 新庄村 ●  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

11月12日 島根県 美郷町 ●  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

12月３日 長崎県 五島市 ●  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

■全国自治体にてドローン活用セミナー、実証、防災訓練への協力

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ております。
また、各自治体の防災訓練において、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のリアルタイム映像伝送による対
策本部への共有のシステム支援を行っております。

ドローン活用事業
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