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講師のご紹介
有限会社KELEK 十田 一秀

（ケレック じゅうた かずひで）

無⼈航空機による空撮歴 ： 14年目



ドローンとは

・『ドローン』とは⼈が乗
らない無⼈機全般を指す言

葉です。

・『マルチコプター』のこ
とを『ドローン』と呼ぶこ

とが多いです。

・従来実用していたのは、
『ラジコンヘリコプター』

です。



ドローンとは
マルチコプター

・多数のプロペラの回転数を制
御して飛行する無⼈航空機。

・多数のセンサーにより機体の
情報を取得し、その情報を元に

飛行できる。

モーター
制御

フライト
コントローラー

センサー
IMU
高度計
GPS
など

機体の情報 制御の指示



ドローンとは
マルチコプター

機体名 ：
Freefly ALTA (アメリカ製)

大きさ ：
直径1064mm(プロペラ径457mm)

特徴 ：
フルサイズ一眼レフカメラなど
を搭載できる。



ドローンとは
マルチコプター

機体名 ：
DJI Inspire pro(中国製)

大きさ ：
直径581mm(プロペラ径347mm)

特徴 ：
携帯性に優れているうえ、専用
カメラの性能が非常に高い。
サーモカメラ搭載も可能。



ドローンとは
従来型シングルローターヘリ

・動力はエンジンの機体、モーターの機体があ
り、回転数は一定。

・フライトコントローラーにより、マルチコプ
ター同様自律制御可能。

・サーボモーターによりプロペラのピッチなど
を制御して飛行する無⼈航空機。

サーボモーター
制御

操縦者
機体の姿勢を

確認
送信機により
制御信号



ドローンとは

機体名 ：
Align T-REX800(改造)

大きさ ：
全⻑1430mm
(メインローター径1785mm)

特徴 ：
フルサイズ一眼レフカメラなど
を搭載できる。

従来型シングルローターヘリ



ドローンとは
固定翼機

モーター出力
サーボモーター

制御

フライト
コントローラー

センサー
IMU
高度計
GPS
など

機体の情報 制御の指示

・プロペラの回転数とサーボモー
ターを制御して飛行する
飛行機型の無⼈航空機。

・多数のセンサーにより機体の情報
を取得し、その情報を元に飛行でき

る。



ドローンの仕組み
マルチコプターの原理

上昇 前進 回転
（右）

全てのプロペラの回転数を
上げる。

前側のプロペラの回転数を
下げる。

後側のプロペラの回転数を
上げる。

時計回りのプロペラの
回転数を下げる。

反時計回りのプロペラの
回転数を上げる。



ドローンの機能
自動定点ホバリング

・センサーによる機体の情報を元
に、飛行中定点にホバリングする

機能。

・風があっても、風に対抗して位
置を保持することが可能。

モーター
制御

フライト
コントローラー

センサー
IMU
高度計
GPS
など

機体の情報 制御の指示

※マルチコプターの場合



ドローンの機能
リアルタイムモニタリング

・機体情報を『iPad』などでモニタリン
グしながら操縦します。
・機体は姿勢安定装置により、自立飛行
が可能です。

衛星信号

1km送受信
・機体情報
・映像
・操縦



ドローンの機能
ダイレクトドライブジンバル

・カメラの揺れ補正技
術の革新により、自然
な映像を撮影可能に
なった。

機材例）
・DJI Zenmuse
・Freefly Movi



ドローンの機能
Waypoint自動航行

・マップ上で設定したポイントを自動
飛行する機能。



実際の業務
広告

（例）マンション眺望撮影

・建設前のマンションの部屋
からの眺望。

・最上階パノラマ撮影。

・マンションの完成イメージ
ＣＧ用の素材。



実際の業務
工事

（例）埋蔵文化財発掘調査

・調査報告書用写真

・調査報告書用図面作成



実際の業務
映像素材

（例）ＴＶ番組撮影



実際の業務
映像素材

・日本全国の撮影にはドローンの運搬が大事。

・問題になるのはリチウムバッテリー。

・⺠間航空機に
手荷物搭乗可能
なのは100W未満。



ドローンによる測量
写真測量（SfM法）

画像ごとのマッチングがほぼ
自動
↓

時間と⼈件費が削減出来る

出来上がるデータが3Dモデル
↓

CIMなどで活用出来る

最新の写真測量解析（SfM法）



ドローンによる測量
レーザー計測システム測量

レーザー照射、IMU、GNSS、
ポストプロセスによる計測

↓
地上GCP無しで高精度

レーザー計測
↓

植生がある場所の地表面の
データ取得が可能

ドローン搭載可能なレーザー計測器



ドローンによる測量
ICT施工における活用

国土交通省
点群データによる『出来形管理』の推
奨

ドローンによる起工測量
↓

着手前の現場点群データ取得

ドローンによる検査測量
↓

現状の現場点群データ取得
点群データの差分により
出来形検査

『着手前点群データ』と『工事
設計データ』の差分から施工量
を計画



法律
航空法

許可を必要とする空域 許可を必要とする飛行の方法
※以下の方法により飛行させなければならない。

・日中（日出から日没）に飛行させること

・目視（直接肉眼による）範囲内で無⼈航空
機とその周囲を常時監視して飛行させること

・⼈（第三者）又は物件（第三者の建物、自
動車等）との間に30m以上の距離を保って飛

行させること

・祭礼、縁日など多数の⼈が集まる催しの上
空で飛行させないこと

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無⼈航空機から物件を投下しないこと

・空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域
・150m以上の高さの空域

・⼈口集中地区の上空（DID地区）



法律
小型無⼈機等飛行禁止法（議員立法）

対象施設周辺地域
小型無⼈機等の
飛行の禁止

①小型無⼈機を飛行させるこ
との禁止

②特定航空用機器を用いて⼈
が飛行をすることの禁止

・対象施設周辺地域（対象施
設の敷地又は区域及びその周
辺おおむね300mの地域）

の上空

対象施設
①国の重要な施設等

・国会議事堂
・内閣総理大臣官邸等
・対象危機管理行政機関

（機関・庁舎を政令で規定）
・最高裁判所

・皇居、東宮御所
・対象正当事務所

②対象外国公館等

③対象原子力事務所
（類型を政令で規定）



法律
道路交通法

道路使用の許可
・道路の上空の飛行をする場合、
所轄警察署⻑の許可を受けなけ

ればならない。

道路交通法の条文の該当箇所
・第七十七条

次の各号のいずれかに該当する
者は、それぞれ当該各号に掲げ
る行為について当該行為に係る
場所を管轄する警察署⻑（以下
この節において『所轄警察署
⻑』という。）の許可（当該行
為に係る場所が同一の公安委員
会の管理に属する二以上の警察
署⻑の管轄にわたるときは、そ
のいずれかの所轄警察署⻑の許
可。以下この節において同

じ。）を受けなければならない。

・第七十七条 四
前各号に掲げるもののほか、道
路において祭礼行事をし、又は
ロケーションをする等、一般交
通に著しい影響を及ぼすような
通行の形態若しくは方法により
道路を使用する行為又は道路に
⼈が集まり、一般交通に著しい
影響を及ぼすような行為で、公
安委員会がその土地の道路又は
交通の状況により、道路におけ
る危険を防止し、その他交通の
安全と円滑を図るため必要と認
めて定めたものをしようする者。



法律
⺠法

土地の所有権
・ドローンを飛行させる場所の
土地の所有者の許可が必要。

⺠法の条文の該当箇所
・⺠法第207条

土地の所有権は、法令の制限内にお
いて、その土地の上下に及ぶ。

（解釈）
・有⼈航空機は、航空法において公
共性のためにこの条項は適用されな
いが、無⼈航空機に関しては公共性
を謳うのは無理があり、また地上や
水面の近くを飛行するなど地権者に
対する影響は非常に大きいことから
依然としてこの条項は有効であると

解釈される。



法律
電波法

日本国内での使用無線
・技術基準適合証明を受けた製品

を使用する。

・総務省から免許を受け、無線局
を開設する。

その上で、必要な無線に係る免許
を取得する。

（第三級陸上特殊無線技師等）

電波法の条文の該当箇所

・第４条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受

けなければならない。
・一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令

で定めるもの（微弱無線局）
・三 空中線電力が１ワット以下である無線局のうち
総務省令で定めるものであって、次条の規定により指
定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又
は受信する機能その他総務省令で定める機能を有する
ことにより他の無線局にその運用を阻害するよな混信
その他の妨害を与えないように運用することができる
もので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

（特定小電力無線局）



法律
個⼈情報保護法

個⼈情報保護のための措置

・被撮影者の同意を得ること
↓

得ることが困難な場合
↓

・⼈の顔や車のナンバープレート等
プライバシーの侵害の可能性がある
撮影映像等に対しては、ぼかしを入

れるなどの配慮をすること。
・特に、ドローンによる撮影映像等
をインターネット上で公開できる
サービスを提供する電気通信事業者
においては、削除依頼に対する体制

を整備すること。

総務省によるガイドライン

・撮影した画像や映像を被撮影者
の同意なくインターネット上に公
開する場合には、被撮影者のプラ
イバシー及び肖像権を侵害する恐

れがあります。
このため、ドローンを用いて撮影
した画像・映像をインターネット
上で公開する場合には、被撮影者
のプライバシー及び肖像権、並び
に個⼈情報の保護に配慮するよう

にお願い致します。



法律
条例 東京都立公園条例

都内公園内でのドローン
飛行禁止

・都内の公園内でのドローンの
飛行は禁止されています。

東京都立公園条例の条文の該当
箇所

（行為の制限）
・第十六条

都市公園内では、次の行為をし
てはならない。ただし、第一号
から第七号までについては、あ
らかじめ知事の許可を受けた場

合、この限りでない。
・十

前各号のほか、都市公園の管理
に支障がある行為をすること。
・東京都は十項に基づきすべて
の都立公園・庭園（81ヶ所）の
管理者に通知し、禁止措置を

とっている。
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無断転載は一切禁止とする


