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兵庫県及び NIROでは、行政分野・民間分野を問わず、多様な分野

においてドローンを先行的に利活用し、その効果を示すことにより、

県内企業を中心にドローン利活用を促進し、次世代産業の創出、県

民の更なる安全安心な暮らし、行政・民間サービスの向上・業務効

率化の実現を目指す「ドローン先行的利活用事業」を展開しています。 

また、ドローン利活用に対する普及啓発活動にも採択事業者様のご

協力も得ながら積極的に取り組んでいます。

【参考 2】  国の「空の産業革命に向けたロードマップ 2020」（小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会）
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レベル 1（目視内での操縦飛行）、レベル 2（目視内での自動飛行）

レベル 3（無人地帯で補助者なし目視外飛行） 例：山間部の荷物配送

レベル 4（有人地帯で補助者なし目視外飛行） 例：都市の物流、警備

【R2年度の実施内容】

防災訓練での活用

【参考 1】  有識者会議構成員（R2年度は 3回の有識者会議を開催：8/5、12/16、3/16）

① 多様な行政・民間分野でのドローンの利活用検証

② 県民・事業者の意識醸成のための普及啓発

③ 有識者会議を開催しドローン利活用の有効性を検証

事業概要1. ドローンの
利活用検証の結果

2. R2 年度の実証検証（有識者会議での指摘・提言含む）の

結果は以下のとおり。

株式会社 T&T／株式会社リアルグローブ

※兵庫県津波一斉避難訓練での Hec-Eye画面キャプチャ

実施内容
【9月 20日：兵庫県・阪神地域防災訓練】
下記2か所でのドローン3機同時飛行とドローンによる避難広報、
「Hec-Eye」を活用したリアルタイム映像中継を実施。
①三田市立母子小学校：被害状況調査用ドローン1機
②尼崎市立中央中学校：避難広報用ドローン1機／
　　　　　　　　　　　映像配信用ドローン1機

【11月 5日：兵庫県津波一斉避難訓練】
下記3か所でのモバイル端末からのリアルタイム映像中継と
南あわじ市立松帆小学校でのドローンによる避難広報訓練
及びリアルタイム映像中継を実施。
兵庫県庁災害対策課で中継映像を確認。
①南あわじ市立松帆小学校　②グループホームかがやき（香美町）　③神徳館こども園（神戸市）

県内5県民局でのドローン及びHec-Eye利活用セミナー
参加者数：118人（5回中 3回はオンライン開催）

●ドローンの活用事例や法規制など効果的に伝えることができた。
●リモートでのデモンストレーションを通じて Hec-Eye 各種機能や他地域での事例（防災以外）も伝えるこ
とができ、各地域での活用イメージを持ってもらうことができた。

成　果
●避難広報ドローンは昨年の課題であった多言語化をク
リアし、複数箇所での同時飛行もスムーズに実施。
●ドローン、スマートフォンともに問題なく映像と位置  

情報中継を複数拠点で実施。
●Hec-Eyeの地図登録機能や報告機能を活用しての拠点
間の情報連携も実現。
●アプリでの報告は実際に現場の職員にて簡単に行うこ
とが可能。

目　的
1．複数箇所での災害発生を想定し、複数地点かつリアルタイムで災害状況が確認できるか検証。
2．津波の発生等を想定した避難広報をドローンで円滑に実施できるか検証。その際複数言語にも対応できる
か検証。

行政分野
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①赤外線カメラ・可視カメラを搭載したドローンを昼間は 3 機、夜間は 2 機同時飛行させ、播磨科学公園都
市内約 200haの範囲を調査するとともに、調査の様子を「Hec-Eye」を用いてリアルタイム配信を実施。
②レベル 3飛行にて昼間の調査を実施。
③ドローンから誘引餌を投下し、効果の検証を実施。

猟師が山中に入って糞や足跡からシカの個体数を推定していた従来調査に代わって、ドローンでの個体数調
査が可能か検証。併せて遠隔操作での調査が可能か検証。

2.ドローンの利活用検証の結果2.ドローンの利活用検証の結果

台風発生前後に海岸防護施設の健全度調査をドローンを用いて効果的に実施できるか検証。

台風発生前後に調査対象エリアで航空写真測量と航空レーザ測量を実施。
その後テトラポット等の状況の変化を三次元モデルにて確認。

リアルタイム配信の様子 レベル 3飛行の様子 誘引餌投下の様子

発見箇所と頭数を反映した広域図 誘引されたシカ 10回の調査結果

使用機材 (UAV)：MATRICE 600 Pro 作業の様子

使用機材 (レーザースキャナ )：
Yellow Scan VX-15

セクション 4　三次元データ 比較モデル②（セクション 3）

目　的

実施内容

成　果

目　的

実施内容

成　果

鳥獣対策（シカの生息状況調査） 株式会社 T&T 海岸防護施設の健全度調査 株式会社 T&T

①令和 3年 1月～ 3月の期間で昼間と夜間の調査を 10回実施。
　（昼間可視光カメラ 3機での調査 +夜間赤外線カメラ 2機での調査）×10

　内 1回は「Hec-Eye」を活用してリアルタイム中継を実施。
　別資料として調査結果報告書と広域図を作成。
　低高度での調査によって多数のシカを発見。
②離発着地点から約 1.5km離れた場所を調査し、1頭のシカを発見。
③午前 11時に 11地点に誘引餌の投下を完了、その後 19時に 5頭のシカの誘引を確認。

1回目（令和3年1月19日）

2回目（令和3年2月2日）

3回目（令和3年2月9日）

4回目（令和3年2月24日）

5回目（令和3年2月26日）

6回目（令和3年3月2日）

7回目（令和3年3月4日）

8回目（令和3年3月8日）

9回目（令和3年3月9日）

10回目（令和3年3月15日）

回数（日付） 昼間発見
頭数

夜間発見
頭数

4頭
15頭
5頭
8頭

16頭
1頭
4頭
0頭
0頭
0頭

20頭
15頭
10頭
19頭
25頭
5頭

41頭
2頭

38頭
14頭

航空レーザ測量は実務に耐えうる精度が確保でき、作業時間も写真測量よりも大幅に短時間で実施すること
が可能。
環境整備次第では従来の方法よりも低コスト・短時間で作業を実施することが可能。
三次元モデルの比較では、経年変化したと思われる箇所の特定が可能。

調査範囲図
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実
施
内
容

ＡＩ技術を活用した水道施設の維持管理に関する画像取得方法の調査として、日常的な点検業務などの定型的
な業務の効率化や省力化を図るべく、水道施設の効率的な遠方監視方法について検討。

成  

果

実施内容 成　果

○ドローンによる撮影（4箇所）。
○ドローンで撮影した画像の解析作業。
　　①AIによるひび割れ（クラック）の自動検出。
　　②AIによるサビ（赤錆）の自動検出。　　
　　③画像の差分解析による地物の変化点の自動検出。
○定点カメラ設置検討およびドローンとの適応領域の検討。
○現状の点検手法との比較および報告書の作成。

解析を行った「ひび割れ」、「サビ」、「差分」の 3 項目において、
全て検出に成功。
誤検出はあるものの、点検者が判断することに比べると定量的な
点検結果の取得が可能。　

①本堂の屋根点検（静止画） ②本堂の屋根点検（動画） ③磨崖仏の点検（３Ｄモデル）

屋根を上部からくまなく撮影 サイドから、屋根を動画で撮影 正面、斜めから静止画を撮影

オルソ画像によりひび割れ等の
損傷箇所を認識

オルソ画像によりひび割れ等の
損傷箇所を認識

高精細な３Dモデルにより
詳細な表面の状況を把握

樹木や地表面だけでなく、櫓や階段といった建造物
の形も鮮明に把握できる点群の取得に成功

視認できない櫓を見えるようにするために
伐採しなければならない樹木の把握に成功

AI技術を活用した水道施設の維持管理に関して 株式会社ミライト・テクノロジーズ 指定文化財管理のための総合的調査 株式会社ミライト・テクノロジーズ

目　的

実施内容

成　果

自動航行ルートイメージ

俯瞰から見た飛行経路イメージ

（検出前） （検出後）

（検出前） （検出後）

（差分無） （差分有）
（差分部分の拡大）

太山寺の本堂屋根、磨岸仏の点検

明石城周辺の景観変化シミュレーション

対象エリアの上空からレーザー計測、カメラ撮影を
行い色付き点群を作成。

樹木 1 本毎に点群を分割した後、樹木単位に表示切
替しながら景観シミュレーションを実施。

目　的
指定文化財の屋根等の点検をドローンで行うことにより、従来業務の効率化、省力化を図ることができるか検
証するとともに、樹木の剪定や景観維持のため、ドローンで取得したデータを使用し、景観変化シミュレーショ
ンが可能か検証。

2.ドローンの利活用検証の結果2.ドローンの利活用検証の結果
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　大気汚染は人の健康を害し、森林衰退や農作物の減収をもたらす大きな問題である。汚染物質の大気中濃
度の把握と大気汚染予報のため、①地上モニタリング、②衛星観測、③航空機／GPSゾンデ観測（集中観測）
などが行われているが、予報や健康影響評価の観点から時空間的に十分なデータが取得できていない。
　大気汚染物質濃度の鉛直（3次元）観測は任意エリア／複数高度にて時間変化を含めた多様な条件下での実
施が望まれており、新明和工業（株）が製造した長時間滞空電動固定翼無人航空機（機体の特徴を図1、表1

に示す）による低コストかつ利便性の高い観測を実証する。

　固定翼無人航空機に大気汚染物質
（オゾン・PM2.5）濃度測定器及び
気象センサーを搭載し、地上から上
空500mまで飛行させ、汚染濃度及
び気象データを測定した（図2参
照）。現行手法では観測できない地
上付近～上空までの時間変化を含む
汚染物質濃度が取得可能となる。

　兵庫県の産業用地を離着陸ポイントとし、旋回半径約150mで地上～高
度500mまで上昇及び降下飛行（自律制御飛行）した（図3参照）。上昇
及び降下の各飛行フェーズにおいて高度50m、250m、500mで2分間の
一定高度飛行を行い、各高度における大気汚染物質濃度及び気象データ
を取得した。
　図4に各観測飛行時間帯におけるオゾン濃度、飛行高度の時間変化を示
す。早朝飛行（7時）においてオゾン濃度の高度勾配が大きく、夜間から
早朝の地表面での消滅（一次大気汚染物質との反応など）により地表付
近のオゾン濃度が著しく低下したことが伺える。また、この現象は一般
的な数値モデルでは十分に分解されていない50m以下の地表層で起きて
いることを、今回の観測（無人機による鉛直観測）にて確認できた。

図 1　固定翼無人航空機

　図 2　固定翼無人航空機の飛行イメージ　　

図 3　飛行経路図

図 4　観測飛行結果（オゾン濃度と飛行高度の時間変化）

1．ドローンを用いたリモートセンシング（NDVI ：植生［緑の濃さ］）によって、
　　精度が高く且つ省力的な生育診断（「圃場の見える化」）を実施する。
2．リモートセンシングを含む様々な計測データを比較して、新しい営農指導（施肥指導）による、
　  水稲の収量アップ・品質向上を目指す。

1．ドローンリモートセンシングによる計測。
　　（NDVI値、植被率、NDVI値×植被率）
2．現場での葉緑素の値の実測（SPAD値）。
3．坪刈り調査による収量の算出。
4．坪刈り地点を土壌採取し分析。
　　（ケイ酸、アンモニア態窒素、腐植、地力窒素等）
5．目視による倒伏状況の確認。

ドローンを用いた
新しい方法へ

現状

以下のデータを計測し、相関関係を分析する。
センシング画像（左）と可視画像の比較

・撮影日：2020/7/12撮影　FE田んぼ
・高度：57m
・ＮＤＶＩマップ

センシングで
生育の悪い圃場

２週間後再センシング
生育が周りの圃場と同じに!

センシングデータに基づき
追肥を実施！

固定翼無人航空機による環境観測 新明和工業（株）、日本気象（株）、神戸大学

背景および目的

実施内容

成　果

表 1　固定翼無人航空機の仕様

項　目　 仕　様
全長×全幅×全高
重量
ペイロード
主要材料
電源（2系統）
推進系統
対気速度
飛行可能時間

2.5m×6.0m×0.4m

25kg未満
4kg以上
CFRP

リチウムイオンポリマー
電動・プロペラ　双発
50km/h（14m/s）
3時間42分（実績）

ドローンによるリモートセンシング技術を活用した新しい営農指導の確立 全国農業協同組合連合会  兵庫県本部

目　的

実施内容

成　果
①追肥判断が可能に
　ドローンを用いたリモートセンシングにより、生
育の悪い圃場がわかり、追肥を行った結果2週間
後の再センシングで生育が周りの圃場と同じに
なった。

②植生と収量の相関
　7月のリモートセンシングによる植生と、9～10

月の収穫時の収量に相関があることがわかった。
（早い段階で収量の推測ができるため、追肥の検 

　討も容易となる。）
③コスト
　ドローンによるリモートセンシングの、米の販売
金額に占める割合はわずか1.5%!コスト的にも十
分に営農指導への活用が可能である。

収穫と植生（緑の濃さ）の相関を確認

収穫（kg/a）

植
　
生

官民連携分野

固定翼機搭載オゾン

2.ドローンの利活用検証の結果2.ドローンの利活用検証の結果
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タマネギ国内生産地３位の淡路島で、ドローン画像と AI 解析を活用したべと病の一次感染株抽出及び感染株
位置特定の実証を行う。

目的：家島諸島にある人工漁礁（三ツ頭島地区増殖場 No.5）の水産資源を
　　　産業用水中ドローン（ROV）MOGOOL-PRO（モグールプロ）を用いて
　　　カメラと 3Dソナーで同時撮影する。
期間：2020（令和 2）年 7月 17日 ～ 2021（令和 3）年 3月 25日（全 2回調査）

①ダウンウォッシュの影響が少ない 4K小型ドローンを用いて玉葱生育状況の画像収集を行う。
②生育状態画像を用い、 AI解析（機械学習を用いた病害予測技術）によるべと病の罹患株を特定する。
③罹患株の画像から位置を推定しオルソ画像に配置し精度検証を行う。

1．カメラの単体撮影によって多くの魚群を撮影することができた。
2．3Dソナーで人工漁礁や魚影を捉えることができた。
3．カメラと 3Dソナーの同時撮影はマリンスノー（海中懸濁物）による視界不良のため、
　  3Dソナーのみ捉えることができた（USBLも搭載し位置も把握）。

「海の中を自由自在に見たい」というニーズは今後も継続して高いことが期待されるため、実証試験で得た課
題を精査し、機体性能・オプション性能の向上等によって課題解決に向けた検討を進めていきたいと考える。

・手作業で画像を切り抜いた場合、平均判別率約
86%を実現。

・自動抽出の場合は平均判別率約 65%に留まる。
・背景切り取りの効果は限定的（平均判別率約 65%）。
・実圃場における検証では、大まかな位置は掴めて
いる。

・株が中央にくるように自動で切り取る手法の開発。
・異なる圃場の画像を用いた判別。

使用機体：DJI製MavicAIR
操縦アプリ：VC Technology製 Litchi
飛行形態：レベル 2　飛行高度：2.0m　

罹患部から折れ曲がる 葉の光沢がなくなり黄緑色になる

ドローン生育状況観察
画像の切り出し

（手作業・自動分割）
AI解析による罹患株の特定 オルソ画像による

罹患株位置の検証

機械学習を用いた病害予測手法に関する検討
神戸大学大学院システム情報学研究科准教授　藤井忠信

出典：JOHNAN株式会社　撮影

出典：JOHNAN株式会社　撮影

使用機種

調査地点

出典：JOHNAN株式会社　https://www.johnan.com/rov-mogool/rov-products/rov-pro/

カメラと3Dソナー（左右同時刻）カメラのみ（魚種：スズメダイ、メバル、マダイ、クロダイ等）

ドローンを活用した玉葱の飼育観察「玉葱ベと病の感染株特定」株式会社フィールドコム

目的

実施内容

成　果

生育状況観察 べと病罹患株の特徴

まとめ 今後の方針

水中ドローンを用いた人工漁礁の水産資源調査 JOHNAN株式会社

実施内容

成　果

使用機種

出典：JOHNAN株式会社　撮影

出典：JOHNAN株式会社　撮影

出典：JOHNAN株式会社　撮影

出典：JOHNAN株式会社　撮影

2.ドローンの利活用検証の結果2.ドローンの利活用検証の結果
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県民・事業者の意識醸成、実証検証成果の広報等のため、

以下の普及啓発活動を実施

日　時

場　所

来場者 

活動内容

概　要

普及啓発3.

第６回 国際ドローン展 兵庫県・NIROの出展概要 国際フロンティア産業メッセ2020 兵庫県・NIROの出展概要

令和2年7月29日(水)～31日(金)

インテックス大阪

1,192名（主催者速報）
※併催の展示会込みでは、10,352名

1）兵庫県・NIROブースの出展。
2）兵庫県ドローン事業のパンフレット（Drone Hyogo）の配布。
3）出展者セミナーにおいて兵庫県・NIROのドローン事業の紹介。（兵庫県新産業課）
4）パネルディスカッションにてパネラーの一人として登壇。(兵庫県新産業課）
5）展示会参加者への兵庫県・NIROドローン事業の説明。

（1）兵庫県・NIROブースの出展 （2）出展者セミナー（7/29）

【コーディネーター】
慶應義塾大学教授/日本ドローンコンソーシアム理事
武田 圭史 氏

【パネラー】
内閣官房小型無人機等対策推進室　内閣参事官
長崎 敏志 氏

（国研）新エネルギー･産業技術総合開発機構（NEDO）
ロボット･AI部 主査 プロジェクトマネージャー
宮本 和彦 氏

WorldLink＆Company 代表取締役
須田 信也 氏

兵庫県産業労働部産業振興局新産業課

日　時

場　所

来場者

活動内容

概　要

令和2年9月3日(木)～4日(金)

神戸国際展示場1・2号館（神戸ポートアイランド）

約10,000人

1）ドローンコーナーの設置。
 　出展企業：新明和工業（株）、（株）フィールドコム、JOHNAN（株）、（株）T&T、（株）ミライトテクノロジーズ
2）兵庫県ドローン事業のパンフレット（Drone Hyogo）の配布。
3）令和2年度兵庫県・NIROドローン先行的利活用事業のパネルの設置、チラシの配布。
4）令和2年度に兵庫県・NIROドローン事業に採択された事業者の動画の放映。
5） 展示会参加者への兵庫県・NIROドローン事業の説明。

（３）ドローンコーナーの様子

（3）パネルディスカッション（7/31）

（1）兵庫県・NIROドローン事業のパネル出展 （2）ドローンコーナーの設置

3.普及啓発



官民でのドローン本格活用を目指し、令和 2 年度に引き続き、行

政分野では昨年度、一昨年度の結果を踏まえた深堀検証を実施す

るとともに、新規テーマの利活用検証を実施。

民間分野では公益性が高いが規制等により民間単独では実証困難

な分野において、官民が連携して兵庫県のフィールドにて実証試

験を実施して、その効果を検証。

また、県内ドローン関連産業育成のための企業コーディネートや

県民・事業者の意識醸成のための普及啓発活動を実施。

令和3年度の
実施予定

＜問い合わせ先＞ 産業労働部産業振興局新産業課情報・産学連携振興班　TEL 078-362-3054

　　　　　　　　公益財団法人 新産業創造研究機構（NIRO）　　　　　  TEL 078-306-6800

4.

⑤有識者会議の開催
⑥普及啓発（検証成果の県内・全国向け発信等）
⑦検討課題の専門的分析・体系化（委託調査）

R2,3年度

県･市で先行的に利活用 民間での活用促進

①実用化に向けた深掘り検証
②新たな利活用方法の検証

行政分野

官民連携分野
③官民連携分野での共同モデル事業 (公益性･実証性が高いもの )

④企業コーディネートによる民間での利活用･プロジェクト展開の促進

共通項目

 R 4 年度～

民間での活用促進

R1年度

実施体制：①② 県･神戸市、③～⑥（公財）新産業創造研究機構、⑦分析等の専門機関

官民による多様な
分野でのドローンの
本格活用（レベル3、
レベル4）を実現

多様な行政分野
で先行的に利活
用を検証

第５回 Japan Drone展2020 兵庫県・NIROの出展概要

1）兵庫県・NIROドローンブースの出展。
2）兵庫県ドローン事業のパンフレット（Drone Hyogo）の配布。
3）令和2年度ドローン先行的利活用事業のパネルの設置、チラシの配布。
4）令和2年度に兵庫県・NIROドローン事業に採択された事業者のPRパネルの設置、チラシの配布。
5）令和2年度に兵庫県・NIROドローン事業に採択された事業者の動画の放映。
6）兵庫県ドローン関連の実証試験委託事業及び研究開発補助事業のバナー設置、チラシ配布。
7）ワークショップにて、兵庫県ドローン先行的利活用業務のアピールを実施。（兵庫県新産業課）
8）展示会参加者への兵庫県・NIROドローン事業の説明及び希望事業者との意見交換会を実施。

104社・団体

日　時

場　所

来場者

出店規模

活動内容

概　要

令和2年9月29日（火）～30日（水）

幕張メッセ　展示ホール８

8,979名

（1）兵庫県・NIROブースの出展 （２）出展者ワークショップ(9/30）
　  兵庫県新産業課によるドローン事業の紹介

（３）採択事業者のパネル設置と兵庫県ドローン事業（委託・補助）のバナーの設置

採択事業者の
パネル設置 バナー

13 14

3.普及啓発



5.令和元年度ドローン先行的活用事業成果検証結果

令和元年度ドローン先行的利活用事業成果検証結果5.

1.背景と目的

2.令和元年度ドローン先行的利活用事業の振り返り

　「空の産業革命に向けたロードマップ 2020」では、レベル 4飛行の実現を目標に、官民一体の取り組みの本格化により、ドロー
ンの利用拡大が期待される。兵庫県・神戸市では、「令和元年度ドローン先行的利活用事業」を実施し、ドローンの社会実装を進
めるための課題の抽出に取り組んでいる。しかしながら、検討で得られた課題は複雑であり、今後の行政分野または民間分野にお
ける普及啓発の大きなハードルとなっており、それらを体系的・横断的に分解・整理し、対応を検討していくことが求められる。
　本報告書では「令和元年度ドローン先行的利活用事業」で得られた情報について、成果・課題を体系的に整理し、将来の官民に
よる多様な分野でのドローン高度利用に向け、行政および民間企業におけるドローン利活用を促進するアプローチを提示すること
を目的とする。

兵庫県で実施した「令和元年度ドローン先行的利活用事業」の事業テーマの実施内容・データ活用状況を再分析した。
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/drone/documents/04ssankou_seika.pdf）

R1年度
行政分野でのドローン利活用
本成果検証業務にて、ドローン利活用
の成果と課題を見極め

R2年度以降
民間分野でのドローン利活用
本検証で得られた情報をもとに
民間分野での利活用を促進

将来
ドローン・取得データの高度利用
官民による多様な分野でのレベル 3,
レベル 4相当のドローン本格活用

テーマ名称 実施内容 利用したドローン機体 取得したデータ活用状況 課題状況

防災訓練等
での活用
（①～③）

防災訓練等
での活用（④）

県庁周辺地域の
現況把握調査

観光用動画・
静止画の撮影

森林植生等の
資源量調査

レベル 3飛行によ
る森林資源量調査
の一部実施

医薬品を想定した物資空輸、
空撮により訓練状況を俯瞰的
に把握、スピーカー搭載ドロー
ンで上空から地域住民を避難
誘導

赤外線カメラによる夜間遭難
者捜索訓練

県庁舎等再整備基本計画検討
の基礎資料収集、再整備事業
進捗記録用の定点撮影

県内のスポーツアクティビ
ティ、観光地や特徴的な建築
物等の写真・動画の撮影

レーザ計測等による森林資
源調査、過去の航空測量デー
タとの差分による伐採区域
の抽出

レーザ計測等による森林資源
調査を、補助者なし目視外飛
行（レベル 3 飛行）により
実施

物資が搬送され、避難広報につ
いてもよく聞き取れたとの評価
も得られたため、実災害での活
用が可能

夜間で赤外線カメラを使用する
ことで、鮮明に人物が分かり、
捜索での活用が可能

短時間で大量の枚数の写真撮影
が可能

スポットの迫力ある映像や、景
勝地の上空から見た映像によ
り、違った角度から観光地の紹
介ができる

ドローンの調査は実測値にな
り、手入れ不足の森林の把握や
地形データの取得も可能

均一なデータを広範囲で高精度
に得ることができた。また、高
精度測位により、位置精度が高
いオルソ画像を取得できた

災害発生時に実用可能なシ
チュエーションの確立と適用
手法の検討が必要

地域貢献型のビジネスモデル
として運用体制の形成が必要

実用化に向けた飛行許可手続
きの標準化と効率化が必要。
また、運用体制の構築が必要

実用化に向けた飛行許可手
続きの標準化と効率化に加
え、機体墜落による観光資
源の損害に関するリスクの
低減が必要

データ活用手法の効率化と利
用拡大を見据えたコスト削減
が必要

効果の最大化に向けて飛行申
請の簡素化に加え、安全飛行
体制の容易化に関する規制緩
和が必要

DJI Inspire2、
DJI QS4、
DJI Matrice 210

DJI Matrice 210 RTK

DJI Inspire2

DJI Phantom 4 Pro、
DJI Inspire2

PD6B-TYPEII 

PD4-X

3.本検証のアプローチ
　各担当課が個別に技術とビジネス面で整理・評価を行った実証結
果の分析について、成果及び課題の横断的に全体像を把握するため
に、「政策施策面」、「事業面」、「技術面」、「利用普及面」の観点で
検証を実施した。また各面においては、ドローンの普及における論
点を設定し、論点ごとの状況を整理した。
　また、効果的・効率的に本検証を実施するため、昨年担当課評価
結果を基にヒアリング調査、机上調査または昨年度報告書検証の 3

つの手法から適切に選定し実施。検証結果は実用効果と課題解決難
易度の 2軸で整理した。

政策施策面
①国の規制への適合性
②地域規則の準備状況
③実施手続きの容易性

事業面
④ビジネスモデルの明確性
⑤費用対効果の優位性
⑥事業継続の確実性

技術面
⑦機体性能の充足性
⑧インフラの整備状況
⑨データの活用可能性

利用普及面
⑩地域住民・企業の受容性
⑪他地域への展開可能性

写真測量を行い、過去の
航空測量データとの差分
処理により積雪量を調査

グリーンレーザ計測に
より河川内外の地形等
を調査

従来予測困難の積雪量を推計すること
ができた。また、飛行できた区間にお
いて、落石防護柵や標識などの状況を
確認することができた

河床掘削工事や樹木伐採工事で必要とな
る測量精度が確保できている。陸域につ
いては、従来の平面測量に比べ、詳細な
地形が把握できる

ドローン適用効果が高い
領域の見極めに加え、安
全飛行体制の整備とリス
クの低減が必要

ドローンを含むグリーン
レーザー搭載可能な手段
の棲み分けの見極めに加
え、グリーンレーザーの
性能向上が必要

DJI Matrice 600 Pro

DJI Phantom4 Pro V2.0

DJI Phantom4 Pro、
DJI Mavic2 Enterprise Dual、
DJI Matrice 600 Pro、
SWIFT021

DJI Phantom4 Pro

SPIDER-LX8、
DJI Matrice 600 Pro、
Zion QC730

土砂災害危険箇所や災害
時の被害状況等の実態調
査、倒木危険度の実態調
査

山中の被災箇所を的確に撮影できてお
り、六甲山系等市内広域エリアの被災
状況把握に有効

時間短縮に向け、飛行許
可の標準化に加え、デー
た分析基準の策定と自動
化の検討が必要

SWIFT021

海岸からテトラポッドの
崩れ等を点検

健全度調査に必要な精度のデータが得
られることができた

実際のシチュエーション
での検証を通じてドロー
ンとインフラを含む性能
の充足性の見極めが必要

DJI Phantom4 Pro V2.0、
ALTA8

赤外線カメラ等による広
範囲の空撮を行い、シカ
の生息状況を調査

定点カメラでは写しきれないエリア内
全域を撮影できたことにより、当該地
域におけるニホンジカの個体数を大ま
かに理解することができた

個体識別のために、低空
飛行の規制緩和に加え、
データ精度の向上とデー
タ活用手法の確立が必要

DJI Matrice 210 RTK

テーマ名称 実施内容 利用したドローン機体 取得したデータ活用状況 課題状況

高画質可視光カメラや
レーザ計測等を行い、治
山ダム等の変形やひび割
れを点検

目視が困難な山奥等の樹
木の病害虫被害調査

赤外線カメラにより野生
動物の生息状況を調査。
また、音等による一定方
向へカワウの追い込み可
否を検証

データを組み合わせることで施設全体の変
状などの把握ができる。また、解像度の高
いカメラを使用することで、施設に発生し
ている微細なクラックまで確認が可能

従来の地上からの目視による被害量調
査と比較すると、これまで確認できな
かった山奥の散策道沿い等の被害の把
握に繋がる

立木の下以外に条件の良い場所にいる
シカしか確認出来ない。また、カワウ
はドローンに反応して一定の方向へ逃
げ出すことが確認できたが、一定方向
へ誘導することができていない

ドローン利用効果の最大
化に向けた人力調査との
棲み分けの検討が必要

人力調査との棲み分けを
含む効果が高いドローン
適用手法の確立とデータ
活用基準の策定が必要

有効性があるドローン適
用手法とデータ活用手法
の確立が必要

治山施設・
周辺地形等の
健全度調査

森林病害虫被害
森林調査

鳥獣対策

冬期通行不能区間
の道路積雪状況、
道路施設の調査

河川現況調査

土砂災害対策
基礎調査・

倒木リスク調査

海岸防護施設の
健全度調査

ニホンジカの
生息状況調査

DJI Matrice 600 Pro
レーザ測量を行い、過去の航
空測量データとの差分処理に
より土砂崩れ箇所を抽出。

広範囲に地形測量ができること
から、尾根を越えた向こう側等、
地形情報を把握できる

面積単位のコスト以外に、デー
タの精度と活用可能性を踏まえ
た費用対効果の見極めが必要

土砂災害箇所
抽出調査
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5.令和元年度ドローン先行的活用事業成果検証結果

4.本検証結果の取りまとめ

行政側におけるドローン利活用可能性と課題

本検証により分析した得られた各観点での成果と、行政側 /民間側の課題について、以下のとおり整理した。 

　実用効果と課題解決難易度の2軸による各実証テーマ（ヒアリ
ング調査、机上調査を含む）の評価結果は右図の通りであり、各
象限の定義は以下の通り
＜優先的に実施＞：効果が見込まれる、かつ実用化に向けた課題
の解決が容易。今後は実用化の確実性を検証し、利用拡大を図る
＜課題を見極める＞：効果は見込まれるが、実用化に向けた課題の
解決が困難。今後は課題を順次対応し、実用化の可能性を高める
＜効果を見極める＞：効果が不十分。今後は実用効果を高める利
活用を方法を見極め、実用化の可能性を高める
＜実用化優先度を下げる＞：効果が不十分、かつ実用化に向けた
課題の解決が困難。ドローンの利活用について別の実施の手法を
検討すべき

民間側におけるドローン利活用可能性と課題

　本検証で得られた民間事業者の課題を踏まえて、
民間分野でのドローン利活用を促進するためには、
官民でお互い促進しあい、多様な分野でのドロー
ン利活用の実用化を推進していくことが重要と考
えられる。

・土砂災害箇所抽出調査
・土砂災害対策基礎調査・倒木
リスク調査

・治山施設・周辺地形等の健全
度調査

・森林植生等の資源量調査

・防災訓練等での活用（④）
・県庁周辺地域の現況把握調査
・観光用動画・ 静止画の撮影

・冬期通行不能区間の道路積雪
状況、道路施設の調査

・河川現況調査　・鳥獣対策
・海岸防護施設の健全度調査
・防災訓練等での活用（①～③）
・森林病害虫被害森林調査
・ニホンジカの生息状況調査
・森林資源量調査（レベル 3飛行）

観点
分類

成　果
課　題

行政側 民間側

政策
施策面

事業面

技術面

利用
普及面

・飛行ルールを遵守する形で業務を
遂行できた

・第三者上空飛行の調整プロセスの
把握ができた

・安全性の向上や業務の効率化など
付加価値が明確になった

・導入に必要なコスト規模感と導入
後の運用方法が確認できた

・現状の機体性能とインフラ状況で
の業務実施が可能

・取得データは有効。また、一部業
務はデータの自動解析が可能

・地域住民と企業から関心があった
・一部業務はドローン適用要件の洗
い出しが実施できた

・実施しやすい地域の特定が必要
・適切な規制緩和が必要
・飛行調整の時間短縮が必要

・業務の分担と運用体制の検討が必要
・業務内容に合わせた棲み分けが必要
・適切な機体と計測機器の採用などによる
コスト削減の検討が必要

・効果の最大化に向けた検討が必要
・データ利用方針の策定が必要
・データの自動解析の実現に向けて判断基
準の検討が必要

・飛行調整プロセスと安全対策基準を含むガイ
ドラインの整理が必要

・飛行手続きの標準化や包括許可の仕組の検討
が必要

・ドローン年間利用頻度などの明確化の上、費
用対効果の検討が必要

・計測機器のコスト削減が必要
・有識者などを含む体制構築が必要

・インフラ利用情報の集約が必要
・一部業務は機体のカスタマイズが必要
・データ解析の自動化とデータの一元管理が
必要

・地域住民と企業の理解度向上が必要
・周知を含む準備期間の短縮が必要
・ドローン利用の優位性が期待できる業務
の洗い出しが必要

・飛行周知の効率化が必要
・安全基準の整理と飛行許可の標準化には自治
体のリードが必要

・ドローン機体と計測機器の性能に合わせた適
用要件の検討と整理が必要

実
用
効
果

大

小
高 低

課題解決難易度

活用意識の醸成、及び
技術開発方向性の明確化

品質の向上と
利用範囲の拡大を促進

適用分野：公共事業、
　　　　　災害対応など 適用分野：物流、農業など

民間側ドローン利活用
サービス市場の活性化

行政側ドローン利活用
市場・制度・基準の最適化

実用化優先度を下げる

課題を見極める 優先的に実施

効果を見極める
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兵庫県・NIROのドローンホームページのご案内6.

URL：https://www.niro.or.jp/coordinate/2020drone-archive/

兵庫県　ドローンホームページ

NIRO　ドローンホームページ

URL：http://drone-hyogo.jp/
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