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国際ドローン展 特別講演会 
日時：平成３１年４月１７日（水）１１：００～１８日（木）１６：３０ 

場所：幕張メッセ 

概要：平成３１年４月１７日（水）～１９日（金）に幕張メ

ッセで行われた「国際ドローン展」で行われた特別講

演会のうち、１７日と１８日の講演内容についてまと

めた。 

◇ドローンの展望 

・ドローンの展望は、農業、建築、土木、測量、点検、防

災、物流へと広がり、市場も分野によっては５０倍にも。 

・ドローンとＡＩなどの新技術が連携することで今までと

は大きく異なる暮らしが生まれる、新たな市場が生まれ

る。 

・人がやっていた作業をドローンなどのロボットが代行す

るだけでなく、ロボットにより作業の内容そのものを改

めることが必要。 

◇安全の確保 

・ドローンの利活用の拡大のためにも安全の確保が必要。航空法の中に「無人航空機」の定義と

規制を明記（平成２７年度より）。 

・二つの規制 許可を要する空域、飛行の方法 ← 事故や災害時の国・地方公共団体頭による

捜索・救助のためには上記規制は除外 

・申請のオンラインサービスを平成３０年４月から開始。 

・そのようななかでも安全の確保が最優先、落ちないドローン、落ちても安全なドローンの開発

を目指す。 

・落とさないための備えと、落とすことがありうることを前提とした飛行計画の策定や事故への

対処方法の確認を。 

・現在は「小脳」機能で飛んでいるが、認知機能のある「大脳」で飛ぶドローンへ。 

◇災害への展開 

・災害分野へのドローンを適用することで、発災後２時間以内の調査が可能。 

・これからはボランティアがドローンを使って発展途上国や被災地域の地図を作る。大学では地

図づくりを授業に取り入れているところがある。 

・ドローンで撮った映像をそのままにしていてはいけない → 地図にする、公開する 

・発災後２時間以内に地図が公開できることを目指す。 

 

演題： 

講演－１ 日本と世界のドローン産業の現状を紹介し、社会実装がどこまで来ているか、何が課

題なのかを考察する。そして、ドローン産業の未来について展望する。 

講演－２ 安全・安心な建築×ドローンプラットフォームの構築と技術の高度化に向けて 

講演－３ プラント設備点検効率化へのドローン導入と今後の展開 

講演－４ ロボット・ＡＩが変えるインフラ維持管理 

講演－５ 点検支援ロボットによるインフラ構造物点検の事例 
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講演－６ 無人航空機に係る航空法の概要と環境整備に向けた取組 

講演－７ 災害ドローン救助隊 ＤＲＯＮＥＢＩＲＤが目指す未来 

講演－８ 昨今のドローンソリューションのご紹介 

講演－９ 実装レベルのＤＲＯＮＥ測量の種類と有効性 ～関係業界の想定課題と対策の考察～ 

 

11:00～11:50 講演－１ 日本と世界のドローン産業の現状を紹介し、社会実装がどこまで来てい

るか、何が課題なのかを考察する。そして、ドローン産業の未来について展望する。 

○講師：日本ドローンコンソーシアム会長 野波健蔵 

○本日の内容 

１）ドローンの成長分析 

２）農林、土木、インフラ維持、物流 

３）落ちない、落ちても安全などローン 

４）課題と展望 人材育成 

 

○成長分析 

・世界の市場 現在７５００億円 → ２０２０年代には１３倍に 

 農業：２６００億円から３．６兆円 １５倍 

 インフラ」１０００億円から５兆円 ５０倍 

・中国、インド、日本がアジアの成長を牽引 

・現在はホビーが９０％、産業用はまだ１０％ほどなので、約９０億円程度の市場 

・２０１９年までの農業分野がトップ、２０２０年頃から点検分野がトップ、２０２２年頃から

物流分野が台頭 

 

○改正航空法後の申請件数 

・Ｈ２８年は月に１千件、Ｈ２９年は２千件、Ｈ３０年は３千件に。 

・申請内容は：ＤＩＤ地区内、民地から３０ｍ以内の飛行、高度１５０ｍ以上の飛行 

 目視外飛行の１０％→１７％に、夜間飛行の１０％→１５％ ← ドローンの信頼性向上、多

様化の証 

・Ｈ２８年 空撮が４０％、農業や点検など３３％ 

 Ｈ３０年 空撮が４３％、農業や点検など５０％以上 

 

○航空局に報告のあった事故件数 

・Ｈ２８年は５５件 Ｈ２９年は６３件 

 操縦不能が５８％、人為的ミス１３％、環境の急変４％、不明２５％ 

 

＜ドローン産業分野の現状＞ 

○農業用 

・研究費一番のアメリカ、飛行時間一番のイスラエル、民製機（農業用が主）登録数一番の日本 

・農薬散布、肥料散布、派種、受粉、モニタリング、・・・ 

 

○土木、建設、測量分野 

・測量：工事進捗、土木測量、建築測量の順に実用化が進んでいる。 
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○インフラ点検 

・インフラ維持管理：ソーラーパネル、その他の施設（下水道、橋梁、トンネル、プラントなど）

の順に実用化が進んでいる。 

 下水道：年間３千カ所でトラブル発生 

 橋梁：建築後５０年を越える橋梁が急増 

 風力発電器の点検 

 船やプロペラの点検：水中ドローン 規制がないのでどんどん広がっていく、人では出来ない

ことが出来る 

 

○安全確認者、操縦者、カメラ操作の３人一組で実施。 

 

○物流 

・世界はケースバイケースで物流について許可を出している。 

・スイスでは血液サンプルの輸送を実現。１０９０フライト、毎日飛行している。上空１２０ｍ

の高さを時速７０ｋｍで自律飛行。 

 

○防災、捜索 

・行方不明者の発見、物資の搬送、パトロール 

 

○落ちないドローン、落ちても安全なドローン 

・目的地をセットすると、大脳を有するドローン、鳥のように飛行する 

・いずれは人が操縦することの必要のないドローンへと移行する。 

・現在は「小脳」機能で飛んでいるが、認知機能のある「大脳」で飛ぶドローンへ。 

・人材：ソフトウェアのエンジニア、ハードウェアエンジニア、オペレーター、管理の順に人材

が求められている。 

 

 

12:10～13:02 講演－２ 安全・安心な建築×ドローンプラットフォームの構築と技術の高度化に

向けて  

○講師：日本建築ドローン協会 副会長 宮内博之 

・建築分野は精度や人が近いことから、ドローンの実装が遅れている。 

・建築学会は会員３万人 

・５月９日（木）９：３０～１７：００ 建築ドローンシンポジウムを開催 

 

○建築分野から見る飛行レベル 

・有人地帯か無人地帯か、目視内か目視外か レベル４：有人地帯における目視外飛行 

 人と建築が近接している状況への対応が必要。 

・築３５年を越える住宅建築物が増えている。 外壁面の点検、戸建て屋根の点検 

 

○ドローンの優位性は 

・一点に止まれる、ホバリング出来ること 
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・Society5.0 ドローンと新技術を組み合わせることで、自由度の高い技術が生み出せる 

 ３次元空間上のドローンプラットフォーム 

・現在ドローンは道具としてしか使えていない 

   ↓ 

 人の高度な生産活動・生活圏が生まれてくる 

 

○日本建築ドローン協会とは 

・ロードマップ：第１期は人材育成、第２期は技術支援、第３期は標準化と評価 

 教育、法律、環境、設備、防火、農村、文化 

・建物点検調査、被災建物調査 

 

○建築物の調査における要求事項と優先順位 

Ⅰ安全性の確保（最優先） 

Ⅱ調査精度 

Ⅲ効率性 

Ⅳ経済性 

・スクールの実施 

◇建築ドローン安全講教育習会 

・１日コース 

・建築物へのドローン活用のための安全マニュアル 技術編、実用編 

 → 建築ドローン安全教育講習会 

・ドローン飛行管理責任者 操縦者ではなく、ドローンを安全にしっかりと運用できる者 

 

○建築ドローン利活用研究会 

・４月２２日 第６回研究会「大規模修繕とドローン」 

 基調講演 大規模修繕とドローンに関わる取り組み 

 

○建築分野におけるドローンの活用と水準 

・物流、防犯、空撮、点検などに建築は関わってくる 

・建築学会の学術講演集でも点検、災害、工事、文化遺産、輸送が増えてきている。 

 

○ドローンを活用した技術水準 

・１次調査 非接触、カメラ撮影 

 ２次調査 非接触、高解像度、赤外線カメラによる測定 

      近接・接触調査 

 ３次調査 接触調査（削孔など） 

・５０ｃｍまで接近しての外壁調査 

・コスト ３８万円が２０万円 

 しかし、外行は時間が短くなるが、内行時間が膨大となる。 

・点検結果は同じ様式で保存し、劣化の進行を確認できることが必要。 

・壁面調査は衝突のリスクがあるが、屋根の点検にはＧＰＳも広い場所も使え、導入しやすい。 
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○災害分野へのドローンの適用 

・発災後２時間以内の調査が可能 視界外飛行が必要 

 

○狭小空間、暗所空間での点検調査 

・人が入れないところでの点検 

・証明がないところでの点検 

 

○問合せは https://jada2017.orh/ 

 

13:20～14:11 講演－３ プラント設備点検効率化へのドローン導入と今後の展開        

○講師：山九株式会社 プラントエンジニアリング事業本部 メンテナンス事業部・メンテナンス

技術部 大山勝彦 

 

○機能、安全性向上 

・落下時の安全性向上：軟着陸 

・発火防止 

・ペイロード（搭載加重増加） 

・情報のセキュリティ 

・耐候性：雨、風 

 

・プラントは可燃性危険物を取り扱うエリア → 安全を担保する対応が必要 

・点検・検査対象設備への接近不可 

 

○安全対策を最優先した飛行計画と自主規制の作成 

１）墜落・落下対応 

２）飛行エリア制限 

 

○自主規制 

◇自主規制とは 

・責任がとれる範囲の飛行 

・ドローン飛行時の安全確保 

・飛行規制（トラブル発生時も比較的安全な場所での飛行） 

 

○ドローン事故のワースト５ 

・スキル不足 

・ 

 

○ドローン活用ガイドライン 

・消防・防災分野における無人航空機活用の手引き（消防庁） 

 

○今後の課題 

・防爆仕様の機体開発 
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・サービスプロバイダー構想（業務一括代行） 

・ニーズとシーズの有機的連携 

・収集データの付加価値向上 リアルタイム情報の活用 

 データ解析専門ベンダー、システム開発ベンダー 

・人材育成 ドローンスクール専門課程の設置 

・ドローン収集データを技術の伝承に活用 

 

○ドローン導入と今後の展開のポイント 

・ 

 

14:30～15:20 講演－４ ロボット・ＡＩが変えるインフラ維持管理              

○講師：土木研究所 技術推進本部 上席研究員 新田恭士 

○はじめに 

・インフラ点検、ロボット点検に取り組んでいる。 

・インフラ用ロボットの重点導入分野 維持管理で橋梁、トンネル、水中（ダム、河川） 災害

対応で災害状況調査、災害応急復旧 の５分野 

 

○近接目視点検 

・目で見る、ハンマーでたたいてみる 

・法に定められた点検と責務 

・点検のために高速道路（片側１車線）が通行規制となり、通行に支障が。 

 

○ロボット化へ向けて 

・定期点検を行う者（管理者）が判断すれば使ってもいい となった。 

・「新技術利用のガイドライン」「新技術の性能カタログ」を作成 

 

○インフラ点検の未来像 

・現場の人件費よりも内業のデータ整理、報告書作成のコストが２倍かかっている。 

・点検位置へのロボット誘導技術 

・コンクリート橋は点検しやすいが、メタルの橋梁は構造が複雑で難しい。 

・画像を自動で合成できる。 

・全ての維持管理データを共有 

・仕事のやり方を定義し直し、スクリーニングをロボットで行い、人が行わなければいかない近

接目視と軽微な補修を一体で行い、足場を一度ですませる。 

 

○国交省ＡＩ関連施策 

・ロボットで作業の効率化、ＡＩで判断の効率化を図る。 

 

15:17 質疑 

 

Ｑ：打音について将来どうなるのだろうか。 

Ａ：打音の目的は何か、落ちてくるのが怖いからたたく。ロボットとＡＩで可能と考える。トンネ
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ルはどんなところが落ちてくるかわかっているので可能です。橋梁も、赤外線を使ってのスク

リーニング技術なども進んでいる。しかし、当面は高所作業の人の技術が必要。 

 

15:40～16:29 講演－５ 点検支援ロボットによるインフラ構造物点検の事例          

○講師：三信建材工業 代表取締役社長 石田敦則 

○ドローンによる橋梁、建築外壁の点検。 

○壁面自動昇降検査ロボット 

○カメラ画像張り合わせ（リアルタイム） 

 

11:00～11:50 講演－６ 無人航空機に係る航空法の概要と環境整備に向けた取組        

○講師：国土交通省 航空局 安全部 安全企画課 無人航空機企画調整官 徳永博樹 

○内容 

・どのような規制がかかっているか 航空法 

・官民の取組 

 

○はじめに 

・平成２４年に首相官邸にドローンが飛来 

・ドローンの利活用の拡大のためにも安全の確保が必要 

  ↓ ルール化を 

・航空法の中に「無人航空機」の定義と規制を明記 平成２７年度より 

 

○対象となる無人航空機 

・マルチコプター 

・農薬散布用ヘリコプター 

・ラジコン機 

・２００グラム未満の物は対象外 

 

○二つの規制 国土交通大臣の許可が必要な飛行 

◇許可を要する空域（航空機の飛行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域） 

・空港等の周辺の上空 

・地表または水面から１５０ｍ以上の高さの空域（有人航空機の飛行下限が１５０ｍ） 

・人口集中地区の上空 

◇飛行の方法 

・日中に飛行させること 

・目視範囲内で飛行させること、無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 

・第三者、物件と３０ｍの距離を保って飛行 

・祭礼など多数の人が集まる場所の上空をとばさないこと 

・爆発物など危険物を輸送しないこと 

・物の投下をしないこと 

◇その他 

・事故や災害時の国・地方公共団体頭による捜索・救助のためには上記規制は除外 

 



H31.4.17～18 国際ドローン展 特別講演会 

 - 8 - 

○申請件数 

・Ｈ２７年１２月の航空法施行 

・Ｈ２８年 月１千件 

・Ｈ２９年 月２千件 

・Ｈ３０年 月３千件 

・申請のオンラインサービスを昨年の４月から開始。 

◇申請件数の内容 

・ＤＩＤ、３０ｍ以内がそれぞれ１５，５００件 

 目視外１万件、夜間９千件、催し５千件 

・空撮が４３％、測量１４％、点検１２％、災害対応１３％、 

 保険加入９４％ 

 

○事故の状況 

・Ｈ２８年は５５件、Ｈ２９年は６２件 

・ラジコン機とドクターヘリが接近。 

・イベント中にドローンがバランスを崩し下にいた観客３人が負傷 

・鳥と衝突し、海に落下 

・空港内をドローンが飛翔 

 

○対策 

◇立ち入り禁止区画 最悪のシナリオ（４５度で物体が発射された場合の範囲） 

 飛行高度  立ち入り禁止区画 

  ０～２０ｍ  ３０ｍ 

 ２０～５０ｍ  ４０ｍ 

 ５０～１００ｍ ６０ｍ 

１００～１５０ｍ ７０ｍ 

・例外措置 機体メーカーが自社の機体の性能にあわせて落下範囲を規定している場合 

 

○外国人観光客による無人航空機の飛行に対する対策 

・姫路城、京都御所、京都御苑で無人航空機を飛行 ← 航空法を知らなかった 

・外国人への周知に取り組んでいる パンフレット 

 

＜小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会＞ 

１）空の産業革命に向けたロードマップ 

２）制度設計の方向性を出した 

 

・飲酒中の飛行禁止 

・飛行前の確認の義務 

・事故情報の報告義務 

・２０２０年代に都市部上空での物流を実現する 

 

○早急に具体化が可能と考えられる制度・ルール化 



H31.4.17～18 国際ドローン展 特別講演会 

 - 9 - 

◇技術開発の進展を待たずにできること 

・衝突予防の義務化 

・飛行前点検の義務化 

・他人に迷惑を及ぼすような飛行の禁止 

・飲酒時の飛行の禁止 

・報告徴収・立ち入り検査 

・空港周辺の飛行禁止空域の拡大 

 

○空の産業革命に向けたロードマップ 

・レベル１～２ 目視内飛行 

・レベル３ 無人地帯での目視外飛行、補助者無し飛行が可能に 

・レベル４ 有人地帯での目視外飛行 

   ↓ 

 高いレベルへ 

 

○ニアミス事案への取組 「航空機、無人航空機関の安全確保と調和に向けた検討会」 

・無人航空機、航空機の飛行情報の共有 

◇事前に飛行情報を登録し共有 

 飛行の日時 

 飛行の経路 

 飛行の高度 

 運行者名 

 運行者連絡先 

 

○無人航空機の目視外及び第三者上空頭での飛行に関する検討会 

・レベル３の検討、昨年からレベル４の検討に 

・レベル３に必要な要件のとりまとめ、審査要領の改訂 

 

○無人航空機の目視外飛行（補助者無し）に関する要件 

◇補助者の役割は 

１）第三者の立ち入りを監視する 

２）有人機等の監視 

３）自機の監視 

４）自機周辺の気象状件の監視 

 

・離島や山間部における無人航空機による荷物配送の実現 

 

○申請先、問い合わせ先 

・大阪港空港、東京航空局 

・無人航空機ヘルプデスク ０３ー４５８８ー６４５７ 

・オンライン申請 ２４時間、３６５日申請可能 昨年４月にオープン 

 簡単に質問に答えると申請書ができるシステム。 
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11:44～ 質疑 

男性Ｑ：福岡で実機を運行している者。今後民間資格が国家資格への移行の考えは。 

Ａ：現行は、許可が必要な空域での飛行は審査をし、その中で機体の安全性や、操縦者の技量を確

認する。操縦者や運行者の資格制度 レベル４へ向けて議論をしていくという状況。 

 

女性Ｑ：運用者のモラルは運用者に任されているが、外国の方のようなモラルが熟成されていない

方の参入に対し、教育などはどうお考えか。 

Ａ：ドローンスクールなど ○○のドローンスクールの資格を持っていると申請時の許可申請が簡

素化されるようにしている。スクールの一覧をＨＰにアップしている。 

 

12:10～12:56 講演－７ 災害ドローン救助隊 ＤＲＯＮＥＢＩＲＤが目指す未来        

○講師：マップコンシェルジュ 代表取締役、青山学院大学 地域社会共生学部 教授 古橋大地 

○はじめに 

・活動を開始し４年になります。 

・京都大学防災研とかとも一緒になり防災に取り組んでいる。 

・全国２６自治体とドローン災害協定締結。 

・隣接する自治体と連携。 

・ドローンを使って地図を作っている。 

・回転翼よりも固定翼を使うことが多いです。 

・動画より静止蛾撮影がメインです。 

 

○私は、 

・地域社会共生学部 

・地図の無い地域での海外活動。あなたは何をすべきか。 

 限られた期間、限られたコストで地図を作る 理系でない学生 

 学生にドローンを使ってもらう、レースをやってもらうことから始める 

 

○固定翼機で 

・１日１０フライト３日で島全体の地図を作る。 

・電動で１時間飛行できる。 

・広い範囲を一度に空撮するなら固定翼が有利。 

・航空写真を購入していた時代が、自分でその日に撮りにいける。 

 

○デジタル地図の世界は大きく変わっている 

・Googleの地図がゼンリンから自社の地図に変わった。 

・国連の総会議場 世界のボランティアメンバーが国連と一緒にどんな地図を作っていけばいい

のかをディスカッション 

・これまでは国連は地図を国連が作ってきた → これからはボランティアが地図を作る 

・地図は軍事的用途で使われ、軍事秘密であり、公開されないモノだった → 民間で地図を作

れる時代 地図の民主化 

 

○Wikipedia 
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・みんなが持っている知識をみんなが編集しているのが Wikipedia 

・５３４万人の人がボランティア地図づくりに参加している。 

・一日あたり５千人が地図登録している。 

・大学では地図づくりを授業に取り入れているところがある。 

 

○Ｏｐｅｎ 誰でも、自由に使える地図 

・許諾不要で商業利用が可能なＯｐｅｎ 

・ｆａｃｅｂｏｏｋマップの地図は、我々が作ったマップ 

・Microsoft,apple,ユーバーも我々ボランタリーの地図が使われている 

・mapconcierge 

 

○商用利用を可能にすることで世の中が変わる 

・ポケモンゴー 

・CASIOの腕時計に内蔵された地図 オフラインで使えるので使われたのでは 

 

○どうやって地図を作っているのか 

・ハイチ地震が起きたときに ２００人のボランティアが数日で地図を作り上げた 

・東日本大震災 

・２０１３年 伊豆大島の土砂災害 その日の夜には地図ができた 

・２０１５年 ネパール地震 

・２０１６年 熊本地震 １日で住宅地図ができる 

 

○西日本豪雨災害クライシスマッピング 

・真備町に救援に行くルートの道案内地図を作製 

・現場の応急トイレマップ 

 

○クライシスマッピング 

・ドローンで撮った映像をそのままにしていてはいけない → 地図にする、公開する 

 

・ドローンの画像をインターネット上に公開すると、誰かが地図にしてくれる。 

 

○ＤＲＯＮＥＢＩＲＤ 

・ドローンで撮った映像 

・伏せ角などの補正を行う ＯｐｅｎＤｒｏｎｅＭａｐ 

・ＯｐｅｎＡｅｒｉａｌＭａｐ 

・ＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔＭａｐ 

・地図は国連や日赤などに使ってもらえる 

 

・発災後２時間以内に地図が公開できることを目指す。 

 そのため１時間以内に飛行、画像処理、地図化 

・http://map.openaerialmap.org 

・CRiSiS mappers JAPAN 
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12:51～12:56 質疑 

男性Ｑ：一軒一軒の建物拾い出しはＡＩで行っているのか。 

Ａ：２０１０年から航空写真の画像を使った地図づくりを始めた。学生に建物の輪郭をトレースさ

せている。コンピューターに行わせると８割程度ひろいだせるようになってきた。道路の中心

線などは取り出せても、国道か県道かはわからない。地図情報を航空写真画像から取り出すこ

とは１～２年でできるようになるだろう。 

 

男性Ｑ：災害時に遠隔で地図を作ったとのことだったが、ドローンの飛行方法は？ 

Ａ：現場のメンバーがドローンの飛行計画を立てている。飛行を遠方から行っているのではない。 

 

13:20～14:11 講演－８ 昨今のドローンソリューションのご紹介               

○講師：SkylinkJapan 雨宮週矢 

○ドローンパイロット 請川博一 

・３４年空撮をやってきた 

・職業「ドローンパイロット」としてＮＨＫの番組「プロフェッショナル」に。 

・マイナス３４度でＣＭ撮影 

・上手に飛ばせば鳥と友達になれる 操縦技術があれば、鳥と併走できる 

・昔は３千万円も設備投資しても、仕事が年間数件しかなかった。 

 １０００万円のヘリもメンテすれば１０年もつ。 

 今は電動のドローンに年７００万円支払っている。 

・今はこんなに近接で、揺れない、ぶれない撮影ができる。 

・まっさん なつそら も私の空撮からスタート 

・空撮をするために仕事がないので、夏は農薬散布をする。 

・農業高校で農薬散布パイロットになれるよう、高校生が指導員になれるように。 

 

○ヘリからドローンになり何が変わったか 

・ヘリは５０分飛べる。しかし１６リットルの農薬がなくなるとおろさないといけない。着陸、

農薬補給、離陸までに５分かかる。 

・マルチローターは着陸、バッテリー交換、農薬の補給、離陸までが２７秒。マルチローターの

方が作業が早い。 

・農薬散布ヘリは１２００万円、補助金がつぎ込まれているので５年間は使わなければいけない

ので、使い続けないといけない。 

・マルチローターは年間７千台が販売され、人材育成が重要。 

 

○ＰＲＯパイロット技能認定会 

・合格率６％ ２千人受験し、合格者は３０名弱 

 

○御社は 

・修理経験４千台 

・京都大学、金沢大学との協働技術開発 

 

○画像診断のボトルネック 
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・赤外線カメラ 高圧線鉄塔、建物外壁の点検 

・超高解像度で撮影  

・赤外線カメラは２００万画素程度しかない 認識、識別できる解像度が必要 

・分解能（解像度）が決まっている計測撮影では、撮影距離、撮影範囲が決まってしまう。 

 

○人の目 vs カメラ 

・橋梁７３万橋、トンネル１万本 これを５年で点検しないといけない 

・金沢大学との共同研究 カメラとＡＩで画像診断 

・近接目視相当の視力 ３ｍ視力＝１．２／画像分解能（ｍｍ／ｐｘ） 

 視力１．０野の人が１．５ｍで点検 

・人間の目は１億画素相当 

 

14:30～15:25 講演－９ 実装レベルのＤＲＯＮＥ測量の種類と有効性 ～関係業界の想定課題

と対策の考察～  

○講師：ＫＡＮＡＩ ＤＲＯＮＥ ＳＣＨＯＯＬ 吉田雄一 

○活用シーン 

・カメラ 

・ＬｉＤＡＲ レーザー 

・建設系活用シーン 起工測量、出来形計測 

・新しい技術に対してはルール、法律は常に後追いであり、障壁になる。 

 

○取得データ 

◇写真測量 

・オルソフォト 

・３Ｄ点群データ 

・ＤＥＭ、ＤＳＭ 

◇レーザー測量 

・各パルスデータ  

・３Ｄ点群データ 

・グラウンドデータ 地表面のデータが取れる 

・ＤＥＭ、ＤＳＭ 

 

○必要スキル 

・ドローンの知識・運用スキル（認知→判断→操作） 

・ドローンを運用するための各種ソフトウェア 

・カタログスペックだけでなく、実際に使ってみて判断。 

 

－以上－ 

 


