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１． 用語の説明 
 ドローンの定義は定かでなないが、古くはＵＭＶ（Ｕｎｍａｎｎｅｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）：

無人機と呼ばれていたが、無人の乗り物一般、特に遠隔で操縦される航空機を表していた。

UＭＶはＵＡＶ（Ｕｎｍａｎｎｅｄ Ａｉｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ）：無人航空機、ＵＧＶ（Ｕ

ｎｍａｎｎｅｄ Ｇｒｏｕｎｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）：無人車両、ＵＳＶ（Ｕｎｍａｎｎｅｄ 

Ｓｕｒｆａｃｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ）：無人船、ＵＵＶ（Ｕｎｍａｎｎｅｄ Ｕｎｄｅｒｗａ

ｔｅｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ）：無人潜水艇などがある。航空機の場合はＵＡＶは機体そのもの

を指す。 
ドローンは英語で雄蜂を指すが、生殖だけにかかわる怠け者の意味もある。ミリタリーにお

いては、ドローンは一般的に無人標的機を指していた。今回は主としてＵＡＶを説明する。

ＵＧＶは自動車、鉄道等があり、一部実用化されているが、古くは上野動物園の“お猿の電

車”から始まり、地下鉄の自動運転、自動車の自動運転、無人タクシーなどいろいろなもの

が含まれる。ＵＡＶの形態としては主翼と尾翼を持つ固定翼機、無尾翼の固定翼機、回転翼

機、マルチコプター、ダクテッドファン、テイルロータ機（オスプレイ型）などがある。固

定翼機は通常の航空機でコックピットを取除き、レーダ、ＧＰＳ機能、通信設備、その他必

要な機材が搭載される。無尾翼の固定翼機は尾翼を取除き、運搬がしやすく小型にし、また

ステルス性を確保できる。回転翼機はいわゆるヘリコプターでヤマハ発動機が農薬散布な

どのために古くから市販していたが、軍需転用可能で輸出禁止品目に入り、中国に不正輸出

されて問題になったことがあった。ダクテッドファンは円筒形の筒の中にファンが入って

おり、ハネウエルインターナショナル社製の製品が福島原発の内部偵察に使用された。マル

チコプターはロータが４～８個使用される。２ロータのヘリコプタは使用されないようで

ある。 
 



２． 歴史 
陸上の交通機関としては大阪万博のモノレール、地下鉄の自動運転（運転手は乗車してい

る）、ゆりかもめなどが実用化されている。ミリタリーにおいては一般にドローンは無人標

的機を示し、ＵＡＶと呼ばれる。Ｕ２機がソ連上空で撃墜されて以降偵察用の開発がすすめ

られ、初めはラジコン機、ラジオプレーン、ロッキード社Ｄ－２１が開発されたが、自力で

離着陸困難のため間もなく中止された。イスラエルでは第四次中東戦争の中で、戦闘機の損

害が大きく、偵察用ＵＡＶマスティフ、スカウトを開発した。これは翼幅５メートル程度で

ある。イスラエルの技術者カレムは米国に渡りリーディングシステムス社、後にジェネラル

アトミックスエヤロノーティカル社でナット７５０を開発した。これはさらに発展させ”プ

レディター”、”リーパー”となり、ノースロップグラマン社は”グローバルホーク“を開発

した。情報、監視、偵察（ＩＳＲ）の武装化は２００１年、プレディターに対戦車ミサイル

を搭載し、イエメン、アフガニスタン、パキスタンなどでテロリスト狩りに威力を発揮した。

アメリカではＩＳＲ、ＵＡＶ、武装ＵＡＶの使用は米軍とは限らず、ＣＩＡも所有している

ので、公式に米軍は関与していないと発表しても、米国が裏で関与している事例は多い。武

装ＵＡＶはサイト近くの基地からＵＡＶを発進させ”Ｙｏｕ ｈａｖｅ“の状態から米国内

の管制エレメントに制御が引き継がれ：“Ｉ ｈａｖｅ”，オペレータ（パイロットとは言わ

ない）がゲーム感覚で目標を攻撃する。また自爆用のＵＡＶスイッチブレード、ハーピーな

どが装備されている。これはドイツ軍のＭｉｓｔｅｌが元祖と言われている。武装したＵＡ

Ｖはどこかで人間の介在：Ｍａｎ－ｉｎ－ｔｈｅ－ｌｏｏｐが必要である。 
 
３． 技術 
自律制御に必要な要素として機体の位置や姿勢の制御を行うオートパイロット、測位技術

ＧＰＳ、通信技術がある。ＧＰＳは静止衛星を利用し、地上の緯度、経度のほか高度を正確

に決定できる。通信は２．４ＧＨｚ帯が使用される。ＵＡＶの離陸には手で投げる、カタパ

ルトで打ち出すおよび滑走路からの発進がある。ＵＡＶの着陸は網によるスカイフックト

ラップでの捕捉、パラシュートおよび滑走路に着陸などがある。無線による操縦では見失う

危険性がある。総理官邸の屋上で発見されたドローンも操縦者による見失いが原因であっ

た。代表的な軍用ドローンとして、プレディターの仕様は、機体がグラファイトエポキシ、

４気筒ガソリンエンジン、巡航速度８０～９０マイル／ｈｒ、翼幅４９ｆｔ、長さ２５ｆｔ、

２４時間飛行可能で、頭のふくらみはパラボラアンテナを収納し、逆Ｖ字型の尾翼をしてい

る。民間用のドローンは４～８ロータのマルチコプターが主流で６～８チャネルの通信装

置により遠隔操縦される。ロータの一つの出力を下げるとその方向に傾きが発生し、横に移

動する推力が発生することに基づく。 
 
４．法規関係 
２０１５年４月９日、総理官邸の屋上で発見されたドローンは社会的に大きな注目を与え、



それまで航空法以外の制約がなかったことにかんがみ、テロ対策などを主眼に規制強化に

踏み切り、Ｈ．２７年１２月に航空法が改定された。（別紙参照） 
 
 
５．最近の新聞の切り抜きから（主として朝日新聞による） 
‘１５．１０．２８ ウォールマート、ドローン宅配検討。アマゾンに続き試験飛行申請 
    １１．６  ドローン、東海道新幹線の線路間に墜落。慶大構内で学生操縦、見失

いが原因 
    １１．６  ドローンで宅配３年以内に。政府目標 投資促進へ規制緩和 
    １１．１８ ドローン―上空１５０メートル以上禁止。国交省令 
    １１．２８ 大型ドローンに民間用の周波数帯 国連の会議決定 
    １２．２  ドローンでお届け 映像公開 アマゾン 
    １２．７  ドローン規制 商機浮上 ルールの明確化 業界歓迎 飛行エリヤ

確認 地図開発 
    １２．１１ 不審ドローンに捕獲ドローン 警視庁今月運用へ 
    １２．１１ ドローン規制 活用とのバランスを １２月１０日に施行された改

正航空法に関して 
    １２．２３ ドローンビジネス加速 米企業参入続々 
          アマゾン（ネット通販）；宅配サービスへの参入を計画 
          ウォールマート・ストアーズ（小売り）；宅配サービスへの参入を計

画 
          グーグル（ＩＴ）；宅配サービスなどへの参入を計画 
          フェイスブック（ＩＴ）；通信インフラの整備にドローンを活用 
          インテル（半導体）；ドローン製造のベンチャー企業に投資 
          クワルコム（半導体）；ドローン向け半導体開発 
          ベライゾン（半導体）；ドローン向け通信システムを実験 
          ＢＮＳＦ（鉄道）；線路などの点検で活用 
          ＡＩＧ（保険）；被災地などの状況確認に活用 
          ＣＮＮ（報道）；報道での情報収集に活用 
          ロッキード・マーチン（防衛）；ドローンの運用管理ソフトを開発 
‘１６．１．７   米のドローン少なくとも１８万台 トラブル多発で登録義務化 
    １．２４  ドローンに関する書籍の紹介 歯止めかけつつ信頼と前進を 
    ２．５   ドローン協議会特区で支援 政府 
    ４．３   無人航空機のトラブル航空法改正後１１件報告 国交省 

４．６   ドローン競技会特区で支援 秋田、仙北を産業育成拠点に 
４．６   ドローン宅配計画離陸 千葉市など１１日から実証実験 ３年後の



実用化目指す 安全対策など課題 カメラ搭載 プライバシー問題

も 
４．１１  ドローンワインお届け 宅配事業化へ実証実験 
４．１２  ドローン宅配実用化へ一歩 ＧＰS 自律飛行 幕張で実証実験スター

ト 商業施設からワイン、公園から薬 
４．２６  行政も企業もドローンの風 災害情報収集、ゴルフ場で配送、操縦学

ぶ講座も 
４．２６  ゴルフ場ドローンがお届け 楽天 飲み物やボール 
５．２２  教育、飛ぶ自分で考えながら 
      ドローンについて学べる主な大学と研究所 
      東北大学；測量作業の自動化 
      宇都宮大学；農薬散布など農業の効率化 
      千葉大学；障害物を把握し、完全自立飛行 
      東京大学；非 GPS 環境での安定飛行 
      東京工業大学；最適な飛び方を自ら学ぶ 
      慶應義塾大学；自動運転と組み合わせて安全に飛行 
      京都大学；制御技術や無線通信技術 
      広島大学；湖沼水質観測システム 
      徳島大学；飛行と滑走の両方が可能な機体 

 
６．ルポルタージュ ジャパンドローン ２０１６ 
3 月２４，２５，２６日幕張メッセで開催された。出展企業団体は 118。ドローン機体部門、

ドローン関連テクノロジ部門、応用サービス部門、ドローン産業支援部門、フライトショー

ケース・デモンステレーション、国際コンファレンス、イベント、ドローンレースなどに分

かれて展示、実行された。会場はドローン機体部門、ドローン関連テクノジー部門、応用サ

ービス部門、ドローン産業支援部門及びフライトショーケース・デモンストレーションに分

かれてレンジされた。主なものは 
機体部門は 
MTS&プラニング               機体 
JDRONE                   機体 
AirCRAFT                  機体 
ヤマハ発動機                 機体 
ＡＵＴＥＬ                  機体、全般 
ジオサーブ（株）               機体 
GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL   機体、広域監視 
通信・部品関係は 



日立ハイテクソリューションズ     映像無線伝送 
東京航空計器             航空計器・救命装置 
ソリトンシステムズ          映像伝送 
（株）フカデン            ドローン用有線給電ユニット、設備点検用機体 
（株）ゴーセン            ドローンネット 
RF SCOPE             無線環境チェッカー 
（株）ウイングス           電池、充電器 
ＪＳ Ｂａｔｔｅｒｉｓｔ（韓）    リチウム電池 
兼松エアロスペース          ドローン搭載サーマルカメラ 
計測・管理部門は 
ＲＩＥＧＬ              レーザスキャナー 
中日本航空              レーザ計測 
富士通                インフラ管理、３Ｄモデル作成 
アイサンテクノロジー         自律無人飛行 
ＳＡＩＴＯＴＥＣ           トンネル壁面点検、防災管理、コンテナ運搬他 
ワイヤレスネットワーク研究所     災害時無線中継伝送システム 
（株）日立システムズ        ドローン運用サポート 
ＡＬＳＯＫ             ドローン侵入警戒、火山災害監視 
ＵＡＶＥＲ（台）          インフラの検査 
中原大学（台）           インフラの検査 
ＳＥＣＯＭ             レーザセンサ、警備 
ＰＡＲＳ‘             インフラの保守点検 
NEC                マルチロータヘリシステム 
保険、防災関係では 
東京海上日動火災          対物事故、自損、ドローンイベントでの事故 
田中電気              防災、セキュリティ、機体 
準天頂衛星システム         衛星測位システムの構築 
（社）韓国ドローン協会       韓国におけるドローン関連団体 
法規関係では 
総務省、日本ラジコン模型工業会 
教育・訓練関係では 
ミニサーベイヤーコンソーシアムネクスト ドローンの研究開発、企業化 
NABUC              パイロット養成 
会津大学              研究、開発、養成 
ドローン操縦士養成スクール     操縦者の養成 
日本ドローンアカデミー       空撮者の養成 



（社）日本 UAS 産業振興協議会   ドローンの支援 
日本航空高等学校          航空関係者の養成 
書籍関係では 
日経                Ｒｏｂｏｔｉｃｓ 
オーム社              ロボコンマガジン 
徳間書店              ドローンマガジン 
 
７．問題点 
出来ることとできないこと 
ａ．UAV でなければできない ｅｘ危険な場所 

UAV のほうが有人機より利点が多い 
UAV でもできるが利点に乏しい 
UAV ではできない、向いていない ｅｘ旅客機の運行 

ｂ．群制御 
ｃ．ＵＡＶ同士の衝突対策 
ｄ．開発途上案件としては有人機との連携、空中給油、対潜戦 
ｅ．ドローン保険 
 
８．参考文献 
ドローンの世紀 井上孝司 中央公論新社 
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