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イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

大学院で都市計画を学び、東急電鉄に入
社。2014年からは二子玉川ライズが完成
した後の街づくりとして、人と情報のコ
ネクションポイント「カタリストBA」、
「TOKYO ART FLOW」などのアートイ
ベントやセグウェイツアーなど、新技術
や都市の公共空間の活用などの社会実験
やイベントなどを手がける。

イリノイ工科大学Institute of design修士
課程修了。P&Gジャパンでブランドマー
ケティングを行い、ソニー株式会社にて
グローバルエスノグラフィープロジェク
トの全社導入を担当したのち株式会社
biotope設立。生態系、コミュニティとい
う環境をデザインすることに興味を持ち、
企業や団体のイノベーションをプロデュー
スする仕事を行なっている。

小林 乙哉 
東京急行電鉄株式会社 課長補佐

佐宗 邦威 
株式会社BIOTOPE CEO/Chief 
Strategic Designer　

青木 悠 
ファシリテーター

松浦 桃子 
グラフィックレコーダー
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〈佐宗〉 
音が聞こえてまいりました！ 
「恐い」という声が聞こえてきます！ 
前を見て頂ければわかると思いますが、机の間
を通っていきますね。 
（ドローン着地） 
はい、皆さん拍手お願いします。 
これは、無人ではなく…（横田さん登場） 
〈横田さん〉 
こんにちは、日本ドローンレース協会の横田と
申します。よろしくお願いします。 
今僕が飛ばしていたのは、FPV（First Person 
View）飛行といって、僕が首にかけているゴー
グルを見ながら、操縦していました。 
ドローンにカメラが付いてるんですけども、こ
のカメラの映像を見て、ゴーグル掛けて飛ばし
ておりました。目視で飛ばす方法もあれば、 
どこにいても、例えば僕は今うしろに居たんで
すけど、うしろに居ながらにして、狭い隙間だ
とか天井裏とか色々な場所を通れるような飛行
の仕方というので、こうした FPV飛行というの
をやっております。 
〈佐宗〉 
ありがとうございました。 
一番最初にドローンってどういう物なんだろうっ
ていところをイメージしてもらうために少し飛
ばして頂きました。

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

ドローンデモ
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イントロダクション
TAMA X, Citizen-labについて/場のプロセス・本日のゴール・テーマの背景 
/流域フィールドワークのインプット/アイスブレイク

0
Citizen Lab Workshop vol.2
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TAMA X Citizen-labについて

皆さんこんにちは。小林と申します。よろ
しくお願いします。東急電鉄という会社で、
なぜ鉄道会社がドローンなんだという事
を、簡単に説明させていただきたいと思
います。我々は鉄道会社なのですが、会社
の多分6、7割の人間は鉄道に関わってい
ないんですよね。なんの会社かと言うと、
まちづくりの会社だという言い方をしてい
ます。もともと我々の会社は鉄道を走らせ
るのが目的ではなくて、田園調布の街を
作って、そこを都心に変えるために鉄道
を引いた事がきっかけになっています。鉄
道というのは、あくまで手段であり、ま
ちづくりの会社であるという背景をご理
解いただけたらと思います。そんな我々の
会社が今年度の中期計画で発表した、ま
ちづくりのビジョンがあります。今の東京
は、都心で働いて郊外に住むという100年
間東京が抱える都市構造で、おそらく世
界中の都市がこの構造なんですが、これは
限界を抱えています。約3000万人の東京
都市圏がこの構造だと、無理が生じてい
る事もあるので、我々が長期的に目指す
まちづくりは、

それぞれの街に機能をしっかり持たせ、
そこで完結できる都市構造を作っていく
というものです。それを実現するための手
段として、企業コンソーシアムのようなも
のを作っています。それが、クリエイティ
ブ・シティ・コンソーシアムという団体で
す。この団体が約1年前から、多摩川流域
にポテンシャルを感じ始めて、長期的に20
年くらいのスパンで羽田空港まで繋がる
と見ていて、ここから羽田空港までがと
ても近い距離になり、東京の中でもポテ
ンシャルが増してくる場所だと思っていま
す。なので今からこの地域に、どういう街
を作れるのかという事を考え始めています。
まずは、色々アクションを起こしていける
社会実験区という事で、TAMAX（タマク
ロス）というコンセプトで取り組み始め
ています。地域と色々なテクノロジーなど
のテーマを掛け合わせて、どういうライ
フスタイルを描いていけるかが、我々の
チームで目指そうとしている所です。

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

小林 乙哉 
東京急行電鉄株式会社 課長補佐
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場のプロセス・本日のゴール・テーマの背景/流域フィールドワークのインプット

早速ワークショップをスタートしていきた
いと思います。改めましてBIOTOPE代表
の佐宗と申します。BIOTOPEという会社
では、企業が新しい未来を描いていく際
に、会社や社会がやりたい事とうまく接
続していき、その時に未来の理想の戦略デ
ザインを考えながら、具体化をしていく事
の支援をしています。このプロジェクトに
関わるようになったきっかけとして、私自
身の会社が元々は本日の会場でもあるカ
タリストBAにあり、今は二子玉川と上野
毛の間くらいにオフィスがあります。さら
に、川の目の前のハザードエリアギリギ
リに自宅があるように、自分は住民でも
あるので、まさに自分ゴトとして、こうい
う地域の未来を考えていきたいなと思って
いますし、そういう事を考える機会をい
ただいております。なので、仕事の中で出
てくる色々なテクノロジーの話であったり、
一方では、それを市民として捉えた時に、
どういう風に翻訳していけば良いのだろう
という事は、日々考えるテーマでもあり
ます。今回のドローンというテーマは、1
つの面白い技術でもありますが、

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

僕らの生活の中で、そういう物を使って、
本当に幸せな像を思い描いていくとした
ら、これからどうなって行くのだろうと
いうのを考えていきたいと思っております。
TAMAX自体は、色々なテーマでの多摩川
流域について考えるというものです。「働
く」とか「移動する」、「長く生きる、
良い生活をする」、「育てる」あとは「遊
ぶ」などの色々テーマがあると思います。
生活というのは、単なる仕事だけでは無
いですし、色々な活動がある中、そうい
うものが実際に融合していく中で、それぞ
れどういう事が出来て行くのだろうかと
いう事を考えていくのがTAMAX Citizen 
Labというものです。実際には企業の方と
市民の方がある程度対話をしながら、ア
イデアを形にしていく場を作っています。
第1回は「働く」という事をテーマに、去
年の11月にやらせていただきました。今
回は「多摩川流域×ドローン」の掛け合
わせから、どんなものが生まれるのか考え
ていきたいと思っています。「もしも多摩
川がドローンの路になったら」ですね。
すごくシンプルなテーマです。佐宗 邦威 

株式会社BIOTOPE CEO 
Chief Strategic Designer　
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場のプロセス・本日のゴール・テーマの背景/流域フィールドワークのインプット

〈佐宗〉　 
我々は、ドローンの専門家でもなんでもな
いです。今回のワークショップをきっかけ
にドローンを使ってみようと思いまして、
素人感覚ながらにして実際に使ってみまし
た。まずは、その時の内容を共有したい
と思います。 

〈高山〉 
初めまして、BIOTOPEの高山と申します。
今回はドローン初心者であるBIOTOPEの
メンバーと千葉県に初めての空撮をしに
行った事について、素人目線の所感を共
有させていただきたいと思います。今回使っ
たドローンは「DJI Mavic Air」といって、
初心者でもかなり簡単にかつ綺麗に映像
を撮れるという物でして、期待していきま
した。飛ばす前日に初めて開封して、なん
だこのパーツはとか言いながら、みんな
でセットアップし、当日現地のインスト
ラクターに見守られながら、初めての空
撮をしました。映像は期待していた以上に
綺麗でして、海とか山で撮ったので、普通
に強めの風が吹いているのですが、

離陸してからも本当に機体はブレずに安定
しているので、初心者でも本当に綺麗に映
像を撮る事が出来ました。メンバーの誰
もが初心者であり、専門知識が全く無い
中でも、綺麗な動画がすぐ撮れてしまうと
いう事に感銘を受けました。手の上に離
着陸みたいな事も出来て、すごく可愛いん
ですよね。テレビでは見ていましたけれど、
実際にセットアップして飛ばしたら、素人
でも撮れるという、簡単さにはかなり驚
きました。1つネックになるとしたら、バッ
テリーの持ちが短い事です。バッテリー1
個で20分くらいしか持たないので、すぐ
交換しないといけなくなってしまい、ゆっ
たり長く飛ばすという事は出来ませんでし
た。それでも、映画のような映像を素人で
も撮れる事は改めて素晴らしいなと思い
ました。

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

高山 直人 
株式会社BIOTOPE 　



!9

一方で二子玉川から御宿まで3時間半かけ
て車で行きドローンを飛ばすという1日が
かりの体験をしたのですが、そこには結構
な違いがあるなと感じました。今回の
Citizen Labのテーマとしても、日本のあ
らゆる場所での飛行が禁止されている訳で
はなくて、今後ドローンが飛ぶようになっ
てくる流れにはあります。それが、いつの
タイミングで、どういう文脈で、どこで飛
ばす事が可能になってくるかは、ある種、
その地域のニーズもそうですし、あとは
国の政策だとか、色々な物がおそらく関
わる事で、変わってくると思います。この
数年間は、そういう変化がかなり進んでい
く時期じゃないかなと思っています。今回、
この地域でドローンを飛ばすとしたら、ど
ういう事をやっていくのが良いのかを、
ボトムアップ型の世論じゃないですけど、
うまく言語化出来て、そういう物を含め
て今後地域を実験区にしていくという事を、
このワークショップが終わった後に、動
かしていけたら良いなという願いも込めて、
やらせていただいております。

ちょうど一昨日ですかね、災害時のドロー
ン活用のイベントをやらせていただきま
した。小林さん、簡単にお話いただけま
すか。 

〈小林さん〉 
川崎市さんの災害をテーマにした地域イ
ベントで、我々も出展させていただいて、
iRoboticsさんと一緒にドローンを飛ばし
てみました。結構色々なルールがある中、
様々な協力をして頂き、無事飛ばす事が出
来ました。実際、上空200ｍくらいまで飛
びました。災害用の備品がドローンにつ
いていて、それを遠くに離れた、例えば
離れ小島にいる人を助けにいくために、
活用するという物でした。非常に面白かっ
たですし、感動いたしました。

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

場のプロセス・本日のゴール・テーマの背景/流域フィールドワークのインプット

〈佐宗〉 
ドローンをやられている方にしては当たり
前かなと思いますが、ほとんどの方がドロー
ンをやった事が無い中で、初めてドロー
ンを使ってみて、実際に感じた事の架け
橋というか、翻訳みたいな事も大事な視
点になってくると思い、素人には最初ど
う見えたんだろうというのを共有させて
いただいた次第でございます。ご存知ない
方もいらっしゃると思うので、話します
と、この辺りの空域では基本的にドロー
ンを飛ばす事は出来ません。政府の規制等
があり、人口密集地という人が住んでいる
場所に該当するので、現在は飛ばす事の出
来ないエリアになっています。私が去年、
上海と深圳に行った時の話をすると。実
はドローンは中国の会社では強い環境に
あり、街なかにドローンが飛んでいたりと
か、ドローンストアとかに人が集まって
いて、一昔前のアップルストアみたいに
なっていて、そこで遊んでいたりします。
また、友人がドローンで撮った写真を見
せてくれたりしました。その時、考えた
事として、こういう風に生活に溶け込んで
いる感じと、
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事前にいただいた「このワークショップ
の中で考えてみたいテーマ」というアンケー
トで出てきたアイデアをいくつか紹介させ
ていただきます。例えば、「河川の上空交
通の流量を考えてみたい」ですとか、「ヘ
ルスケアビジネスの可能性」、「BBQ食
材の配給や、ランナーに飲み物を届け
る」、「昔は同じ地区だったエリアを再
び繋ぐためのインフラ」などがありまし
た。多摩川って実は、

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2

場のプロセス・本日のゴール・テーマの背景/流域フィールドワークのインプット

〈佐宗〉 
こういった活動も一部実験的に始めてい
るというのが現状です。改めて、今日いらっ
しゃっている方を見ていきますと、流域に
お住いの方、ドローン関係の事業を実際
にやっていらっしゃる方、自治体の方、
ドローンの専門家、有識者の方、まちづ
くり関係者の方などです。本日の会場は
「観る・遊ぶ」、「運ぶ」、「乗る」、
「調べる・守る」という4つのテーマに分
かれていまして、これは今回のワークショッ
プの中で、ドローンのテーマがあまりに
も広いので、生活の中にドローンがどの
ように入っていくのだろうか、と考える
テーマを仮に設定させていただいています。
ワークショップの過程で、ご興味のある
テーマに移動をしていただいて、そこでア
イデアを考えていただきます。ただ、途中
でシャッフルもしますので、最低1人当た
り2テーマについて考えていただけるよう
な形を考えております。

元々は渡し船で物だったり人が通ってい
るような要所でして、そこの中で海運で
あったり陸運であったりが変わる事で、
街の感じも変わってきたという歴史があ
ります。今回はドローンでそういう意味だ
と、道が変わるというのは可能性としては
大いにあると思うので、そういう視点で
見た時に、元々あった文化や人の動きと
いうのが、どう変わっていくのかという視
点も考えてみたら面白いのかなと思いまし
た。 
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様々な方に来ていただいておりますが、初めてお会いする方がやはり多いと思います。また、この始まったばかりの硬い雰囲
気を崩していくという事で、これからアイスブレイクを行います。これからペアになっていただきまして、相手の方に対して、
シートに書いてある3つの質問をしていただきます。1人3分交代で合計6分間を予定しておりますので、よろしくお願いします。
可能であれば、あまり知らない人同士でやっていただけたら良いなと思っています。そういった組み合わせも含めて、ぜひ楽
しんでいただけたらと思います。 

3つの質問 
（1）あなたの空にまつわる思い出・エピソードは？ 
（2）ドローンってどんなイメージですか？ 
（3）ドローンを使ってやってみたいこと 

アイスブレイク共有（特にドローンを使ってやってみたいこと） 

・外の話ばかりになってしまいがちですが、ドローンを室内で使っても良いのではと思いました。例えば、天井裏がどれくら
い汚れているかとか、ドローンに電気を消しに行ってもらう事も出来るという話がありました。 

・一言でいうと災害救助。昔、新潟中越沖地震を経験しました。また、ペアの方から東日本大地震でドローンを使って救助さ
れた話を聞いました。中越地震の時に、センサーによって助かった命があったので、ドローンにも適応し、ドローンが色々な
所を飛び回れれば、もっと活用出来るようにならないかという話をしていました。

アイスブレイク | ペアインタビュー

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.2
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ゲストスピーカーによるインプットセッション
スピーカーセッション/ライトニングトーク

1
Citizen Lab Workshop vol.2



＜説明＞ 
これからゲストスピーカーによるインプットセッションに入っていきます。このインプットセッションをするにあたっての意味合
いなのですが、ドローンの現在とこれからの未来でどういう風にドローンを活用出来るのか、どんな風にドローンが変わっていく
のか、そして私たちの生活はどう変わるのかという点を考えながら聞いていただきたいと思っています。 

専門家の視点からドローン社会がこれからどうなっていくのかについて、また、実際に事業をやられていて、これから新しくそ
れらを具体化しようとしている方々からのインプットとなります。机の上に黄色いポストイットが置いてあります。このインプッ
トセッションで気になった事、覚えておきたい事、面白いなと興味を持った事をメモしていただきながら、聞いていただけたらと
思います。
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インプットセッション Citizen Lab Workshop vol.2

スピーカーセッション



例えば、第二次世界大戦でアメリカは既に
無人の航空機を飛ばしてパイロットの養成
や射撃の訓練に使っていました。よくあ
る鉄板ネタですが、第二次世界大戦中、そ
の無人航空機を作る工場で働いていた女
性が、マリリンモンローだったんです。標
的機というとターゲットドローンと呼ばれ
て、既にこの時代に使われていた訳ですが、
1940年代、50年代になってくると、これ
がジェットになりました。状況が変わっ
てきたのが、大体70年代から80年代で、
その頃になると色々な電子機器が小型に
なってきます。特にイスラエルで中東戦争
が激化して、戦闘の激しい所では、こういっ
た無人機をパイロット訓練用だけではな
く、例えば偵察用にも用いるため、色々
な無人機が作られました。その後、技術
者がアメリカに移り、例えばプレデターと
いう大型の無人機を開発するようになり、
90年代にはGPSが一般に解放されるよう
になり、さらに小型化が進んできました。
2000年代になると、様々な個性的な無人
機が作られ、グローバルホークという長
距離飛行が出来る物ができましたが、
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ドローンの最新技術/ドローンの自律飛行技術と実例

東京大学の土屋と申します。航空宇宙工学
専攻という所にいまして、名前の通り航空
と宇宙ですが、私はどちらかと言うと航空
の方です。昔からある学科で、別にドロー
ンをずっと研究していた訳ではなく、本業
は航空機や飛行機の制御について研究して
いました。しかしここ10年間はどういう
訳か、ドローンが増え、研究する事が多
くなってきました。「ドローンというの
は何ですか」と聞かれる事があるんですが、
これが一番困った質問で、ドローンは定
義が曖昧でして、ドローンという言葉自体、
自然に発生して来た物なんですね。まず無
人航空機は航空機の事、それから、それ
がシステムに変わったUAS （Unmanned 
Aircraft Systems）やパイロットが遠隔で
操作できる物、さらに飛行ロボットとい
う言葉で呼んでいます。ドローンという言
葉は辞書を引くと、ミツバチ（雄蜂）の
事でして、ブンブンという蜂の飛んでいる
音がドローン、無人航空機の音に似ている
のが由来ではないかと言われています。無
人航空機は飛行機が最初に始まった時か
らあります。
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土屋 武司さん 
東京大学大学院 工学系研究科 教授
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この状況が一変したのが、2010年頃です
ね。フランスのParrotという会社がARド
ローンという、iPhone等を使って飛行が
簡単に出来る、いわゆるマルチコプターと
いう物を開発しました。それにより、プ
ロペラが沢山付いて飛ぶ物を皆がドロー
ンと呼ぶようになったんですね。以後、こ
ういうタイプが広がってきています。やは
り色々なタイプがあり、先ほどのプロペラ
が沢山付いているタイプ以外にも、固定
翼や普通の飛行機タイプもあります。実
は、大学では固定翼の飛行機を飛ばす方
をメインでやっています。固定翼は、沢山
のプロペラを積んで垂直に浮き上がるより
も、色々良い所もあります。もちろん欠点
もありますが、例えば、飛行機のような機
体ですから、遠くまで、長時間飛行させ
る事が出来ます。ただし、ホバリングは出
来ないですし、離着陸が難しいという欠
点があります。一方で、プロペラが沢山付
いている物はマルチコプターと呼ばれてい
て、4つ付いていればクアドコプター、6
つだとヘキサコプター、8つだとオクタコ
プターなどと呼ばれたりもしています。こ
れはピンポイントに離着陸出来たり、空
中でホバリングも出来ます。ただし、機
体の重さをプロペラで支えないといけな
いので、
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バッテリーをものすごく消費します。機体
が大きくなったとしても、20分から30分
くらいの飛行が限界です。まだまだ色々な
タイプがあり、例えば、翼が付いていて垂
直に浮き上がるタイプ。この後、この機
体は姿勢を変えて水平に飛行を始めます。
それからオスプレイのようなプロペラの向
きを変えるタイプ。翼ごと向きを変えるタ
イプ。あとは垂直に浮きつつ、前に進む
というプロペラを持ったタイプですね。
様々なハイブリッド機もあります。ですか
ら、ドローンをどう使っていくかを考え
た時に、どういう機体を使っていくのか
も考えると、色々なアイデアが膨らんでい
くと思います。先ほどもありましたが、ド
ローンは気軽に飛ばす事が出来ません。
2015年に首相官邸にドローンが墜落した
事で、それまで決まりが無かったドロー
ンに関して航空法が改正され、無人機とは
何かという定義と、ルールが定められま
した。とはいえ、無人機は色々な用途が
考えられますから、政府の方でも今後こ
れを利活用していこうという検討を始めて
います。現在、政府ではソサエティ5.0が
話題になっています。色々なIoTや切り口
があるんですが、

例えば、人があまり住んでいない所でもド
ローンが荷物を運んでくれるドローン宅配
とか。ドローンの使い方は、レベル1から
4があり、これはパイロットの見える範囲
（目視内）で飛ばすか、あるいはパイ
ロットからドローンが見えない所まで飛ん
でいく状態（目視外）で飛ばすか。それ
から、離島や山間部のような無人地帯で
飛ばすか、街中のような有人地帯で飛ばす
かによって、レベル分けがされていていま
す。レベル1から2、3、4と徐々に技術な
どを高めて始めて行こうとしているところ
で、現状はレベル3が始まった所です。例
えば、福島では郵便局で荷物を届ける所
で、無人地帯を中心に目視外の飛行、レ
ベル3飛行が始まっています。まだ、街中
を飛び回るレベル4にはもう少し時間がか
かりそうです。さらに、最近出てきたのが、
いわゆる空飛ぶ車という物です。これも色々
な名前があるんですが、例えばドローンに
人が乗っているため「パッセンジャード
ローン」と呼ばれる事もあります。これま
であった飛行機がバッテリーモーターに
よって電動化され、自動飛行するようにな
り、垂直で離着陸出来るようになると、
機体のコストも、飛ばすためのコストも
減少する。
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そうすると、好きな時に好きな場所に、
といったドア・ツー・ドアの輸送が出来
るという事で、非常に注目されています。
空飛ぶ車自体は実はつい最近出てきた訳
ではなく、1903年にライト兄弟が初飛行
してから度々提案されてきていています。
空飛ぶ車ブームも大体10年に1回くらいは
起きる感じです。自動車業界も航空に進出
しようと考えていた時もあるくらいですね。
歴史的にみても色々ある訳ですが、その度
に技術的な精度などの壁にぶつかり、行
き詰まってきました。ただ今回は、電動
化、自動化、垂直離着陸を使うマルチコプ
ターなどが出てきているので、今までと
は違う機運が盛り上がっています。例えば
Uberですね。2023年にもサービスを開始
すると言っており、日本もその候補地であ
ると提案しています。中国のEHangという
会社は既に大型のドローンに人を乗せて
飛ばしたりしています。それから、Google
の創業者の一人のラリー・ペイジが開発
したりもしています。また、エアバスなど、
いくつかのグループがあり、様々な空飛ぶ
車を提案しています。世界中で色々な会社
が取り組んでいます。コンテストを開催し
ている所もあり、1人乗りで飛べる距離を
競う、
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賞金200万ドルのコンテストがあったりし
ます。日本で有名なのは、CARTIVATOR
という元トヨタの社員が作った会社です。
さらに、SkyDriveという会社ができ非常
に盛り上がっています。2020年の東京オ
リンピックで聖火点灯を目標に掲げてい
て、もう千葉県とか豊田市辺りで、人が
乗るサイズの大型マルチコプターの試験飛
行を始めています。どんな風に使われるか
というと、街中や災害現場、それから島
や山などの人里離れた所などから、まずは
使われ始めるんだろうと思います。これ
も、「空の移動革命に向けた官民協議
会」というのがあり、大体2020年代半
ば、2030年代に向けて、モノの移動や、
地方での移動、都市での移動に徐々にド
ローンが使われていくようなロードマップ
も作られています。そのためには、精度、
体制、機体、技術の開発が必要で、国とし
て積極的に進めていこうという事です。最
後に、私が好きな言葉をご紹介すると、
「空を飛ぶ事を可能にしたのは、空を飛
ぶ夢である」というのと、「昨日の夢は
今日の希望であり明日の現実である」と
いうものです。私からは以上です。
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色々な物を現場に合わせ組み合わせる事
もやっている会社です。また、プラント向
けや、建築建設向けのソリューション。ど
のタイプを使ったら良いかのアドバイサ
リーや、実際の開発から運用までを、お手
伝いさせていただいています。では、本題
の方に参ります。多摩川下流域をドローン
でどう変えていくかという事ですが、全体
の考え方として、政府の方でロードマップ
が発表されていて、2020年以降、レベル4
というものが設定されています。建物や人
口が密集している所、いわゆる有人地帯の
一部エリアから、目視外飛行、いわゆる
自動航空プログラムを使って飛ばせるよう
にしていこう、という指針は明確に出てい
る状況です。後は、どんどん実用化してい
くだけです。実はもう身近な所まで来てい
ます。この背景には、配達員の不足やネッ
トショッピングの流行りなどの社会的課
題があり、そこを解決するためにドロー
ンを使えないかという事が検討されていま
す。それ以外にも、色々な可能性があるの
ですが、多摩川下流域において、どんな事
が今の課題で、
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多摩川下流域におけるドローン利用の可能性

多摩川下流域におけるドローンの可能性
という事を話させていただきます。冒頭で
お話ししていた防災デモは、弊社の方でご
協力させていただいていました。単純に
荷物を届ける意図もありましたが、どちら
かというと、早期警戒という想定で、自
動航空プログラムを組み、巡回点検をし、
そこに取り残された人に対して「直ちに避
難してください」といった誘導を行い、最
後に取り残された人向けに救援物資や救
命道具を届ける、という想定される一通
りの道筋に沿ってやらせていただきまし
た。ドローンは万能では無いのですが、使
い方や、機種を色々組み替える事により、
実際の災害を想定した組み合わせが出来
るようになってきています。この辺りが
皆さまに、徐々に身近になってきている
と思ってもらえるきっかけになりつつあ
る、と現場は思っています。我々は、ソ
リューションとして実際の課題をどう解決
していくのかを、ドローンを使ってやって
いく事がメインです。しかし、水上を走る
ボートや、場合によっては壁に吸い付いて
作業する物など、

安藤 嘉康さん 
 i-robotics 代表取締役社長
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それに対してドローンをどんな風に使える
のかを整理してみました。ワークショップ
のグループ分けにも繋がってくると思うの
ですが、基本的に大きく、観る、遊ぶ、調
べる、守る、運ぶ、乗るという6つの領域
で、今年から20年くらいのスパンでどう
いう風になっていくかを簡単にまとめて
みました。例えば、「観る」をみていく
と、観るでも色々あるんですが、1つはエ
ンターテイメントの世界です。記憶に新し
い所で言いますと、平昌オリンピックの時
に、ゲレンデで五輪のマークをドローン
が描いたのですが、まさにあれがドローン
を使ったショーアップの一環と言えます。
実は元々は日本人が始めまして、ミュージッ
クステーションでパフォーマーと24機の
ドローンがシンクロした事がありました。
あれをやったメンバーに付いていた人が、
ヨーロッパのアルス（Ars Electronica 
Futurelab）でインテルと組んでやったの
が平昌なんですよね。そういったエンター
テイメントは色々行われています。実は、
これを利用すると複数機のドローンを同
時に利用する事が出来る事になりますよね。
複数機のドローンを同時に運用すると、
配送とかに技術を応用する事が出来るよ
うになるんですよね。
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こういう所からの、転用があったりするん
ですね。あと、ドローンレースですね。3
年前にドバイでレースがあり、優勝者に
賞金1億円、全体の賞金総額が数億円と言
われたり、既に国際レースが始まってい
ます。中国の深圳という都市でも、ドロー
ンレース国際大会があり、世界的に盛り
上がりを見せています。日本も仙台で、日
本チャンピオンを決める大会があり、今
後日本でも国際的なレースが広がってい
くと思います。オリンピックの中でもエレ
クトロニックを使った競技、eスポーツと
言われる競技の中で、メインの競技として
注目されているような状態です。あとは、
カメラを積んでも非常に小型で高精細で、
頑丈なマイクロドローンなど色々な物が
エンターテイメントの分野で使われるよう
になってきています。続いて「遊ぶ」です。
ドローンレースも遊ぶの一環になるので
すが、身近に家の中や屋外で遊んだり、カ
メラを使って見た事のないアングルから撮
影を楽しんだり、マイクロドローンのス
クールも始まったりしています。大型から
小型の物まで、遊ぶという分野で広く使
われるようになってきています。次は「調
べる」です。これからは産業用途として、
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ビルの側面や特殊建築物と言われる、団地
や高層マンション、学校、病院といった所
の外壁調査や補修のための最初の調査に
使われます。従来ですと、足場を組んで手
間とお金をかけていた事を、短時間で出
来るだけ早く問題点を追求し、補修をす
る事が可能になります。特に高速道路や電
車の架橋など、足場を組むのが難しい所、
老朽化が進みやすい場所や、待った無しで
調査や補修が必要だが調査するのに時間
やコストがかかってしまうような場所に
対し、ドローンが有効であると言われてい
ます。今は許可を得ないと飛ばせないので
すが、2020年くらいから徐々に出来る事
の範囲が増えていくと言われています。こ
こら辺に関しては、非常に大きな期待があ
りますね。特殊建築物と呼ばれるような
ものだけで、日本全国に数百万件は建っ
ています。それを1つ調査するのに規模の
大きい所ですと億単位になってしまいます。
小さい所でも数千万単位で、調査だけで
時間とコストがかかってしまっていまし
た。単純計算するだけでも、どれだけの経
済効果があるか分かると思います。ここら
辺が徐々に増えていく事によって、ドロー
ンが日常的に使われるようになってくる
のではないかと思います。
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続いて「守る」です。これは防災の話が1
つあります。合わせて、いわゆる原発の監
視だとか、テロに対する予防とか、色々
な事を含めての「守る」であると思いま
す。弊社では、毎年北海道で山岳救助のコ
ンテストに出ていまして、2年連続で優勝
しました。今はデモンストレーションを
やらせていただく立場になっています。実
際に、行方不明者のご家族の依頼も受け、
調査もしていますが、そこら辺のノウハウ
が防災デモで活きていたりしまして、その
辺も皆さんに共有していきたいと思います。
まだまだ初期なので、これを徐々に広げ
ていき、場所ごとで適切なやり方、例えば
川だったら川のやり方、湖だったら湖の
やり方、そういった事も今後確立して行か
なければならないと思います。そして続い
ては「運ぶ」です。簡単にここは、物流の
話です。色々な物流の大動脈としての川が
あります。江戸時代の物流って実は川がメ
インだったんですよね。その川の上空を使
う事により、何らかのトラブルが起きても
安全に利用する事が出来る点で、川の魅
力や必要性が問われています。こういう所
の大動脈として、多摩川は非常に有効であ
ると、特に羽田から都心部にかけての流れ
で考えますと、
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ここを有効活用したいという話は今度出
てくると思います。最後に「乗る」です。
エアモビリティの話が先ほどもありました
けど、基本的には人が乗れれば、物も乗せ
られますよね。100キロ単位の物が乗せら
れる。貨物って事を考えると、ビルの屋上
とかをうまく活用して、ネットワークを組
むことによって物流網が出来ると考えてい
くと、実はそれぞれ連携している話だと思
います。以上簡単ではありますが、色々な
可能性のお話をさせていただいて、終わ
りにしたいと思います。

〈佐宗〉 
色々な可能性の解像度の高いイメージも、
これから出来得るという事が、皆さんの中
にも入ってきたかなと思います。これだけ
幅が広く、おそらく違う時間軸の中で起
こっていく変化なので、掴み所を探るの
は難しいだろうと思っています。しかし改
めて、どういう事から僕らの生活が変
わっていくのかとか、どんな変化が起こっ
ていけば良いのか、僕らにとっての幸せ
な未来になるのか、など皆さんの中でどん
な物があったかを少し振り返っていただ
けたらと思います。
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その中で、ドローンという物は確実に、
人にとって有効な手段になり得るという
風に考え、色々な会社に投資をしている所
です。ベンチャーキャピタルとしては、た
だお金を出すだけではなく、しつこくドロー
ン前提社会が来ると繰り返しています。こ
の言葉を目にしたら、そういう時代が来
るんだなと思っていただいて、宜しけれ
ば一緒に唱えていただければなと思います。
人って5回くらい唱えると、本当にそうな
るような気がするんですよ。どんな形の社
会になって行くかを絵で実際に見ないと、
思い描き難いと思うので、どんどん見てい
きたいと思います。最初は、ビルの上でタ
クシーが乗り降りするシーンです。これは
電力じゃないと出来ないんですよね。やっ
ぱり化石燃料って燃えちゃうじゃないです
か。わざわざ、ビルの上にまたガソリンス
タンドを作る訳にはいかないですよね。そ
ういった事を考えていくと、電力だからで
きる社会の未来の形があると思っています。
もう1つは、山岳地や離島にモノを運ぶ。
これは、もう人間でやりたいと思う人が
いないんですよ。
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ドローンの最新技術/ドローンの自律飛行技術と実例

最初に空撮をされている方がいましたが、
「ドローングラファー」と名乗っていた
だけたらと思います。ドローンとフォトグ
ラファーを掛け合わせた言葉でして、既に
商標登録を取りました。空撮をして何か動
画を公開した方は、「ドローングラ
ファー」という新しい職名を名乗ってい
ただければと思っています。今日は、私達
が言わせてもらっている「ドローン前提
社会」がどんな形で来るのかという所を、
キャラクターの「美空かなたちゃん」と
言う女の子がいる世界を通して、紙芝居で
共有できたらと思っています。ドローン前
提社会がどんな社会かを一言で言いますと、
「空を見上げてドローンがいても、ドロー
ンがいるって言わない社会」です。ドロー
ンが当たり前になっている社会の事を
言っています。色々なシーンや見方が出来
ますが、これからの社会、特に日本の中で
は、インフラの問題であったり、人が減っ
てしまう人口の問題であったりを考えてい
きますと、新しい移動革命が起きない限
り、社会が成立しない状況が来ていると
思っています。

大前 創希さん 
Drone Fund CEO/ドローングラファー
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これはロボットが仕事をやりやすい場所
なんですよね。特に人口減少の中でも、日
本ではどこでも住める権利があるため、
離島山間部などでも生活の保障が必要に
なってくる訳です。そういう状況でも、ロ
ボットであれば何とか出来ると言う事で、
ようやく解決策が見え始めてきたんですよ
ね。あとは、ドローンを使って安全を確
保する。これも、大きい物だとやはり大
きな音がして怖いとか、落ちたらどうしよ
うとかあるんですが、だんだん技術の発達
に伴い、羽の音があまりしないとか、イ
ンパクトの少ない物が出てくる事で、社
会の中で必要な安全を担保する上でのソ
リューションが出てくると思います。あと
は、農業をするシーンですね。未来を妄
想すると、引きこもり農家って出てきても
おかしくないと思っているんですよ。全部
ロボットがやり、命令だけ人間がすると。
でもこれは妄想ではなく、実際に出来るん
ですよね。出来るけれど、やり方次第で、
例えばドローンは空を飛んでいますが、収
穫するのは陸であるとかも含めて、ドロー
ンっていう物を全体を通して見ると、こう
いった事も出来るんじゃないかなと思い
ます。もっと広げていくと、もっと色々な
事が出来るようになって行きます。
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でも全部言ってしまうと、皆さんの妄想
を掻き立てる事が出来なくなってしまう
ので、ここでは一部しか言いません。例
えば、花火の代わりにドローンが彩った
り、いま社会実装出来るタイプの乗り物
とかも出て来そうだよねっていう話もあ
ります。ここからは産業ごとに見ていきた
いと思います。まず、狭い所で使っていく
ドローンです。これは投資をしている会社
のソリューションでもありますが、狭い所
で活躍出来るドローンってあるよねと。
例えば、センサーの代わりになったりと
か、命令を与えて何かを実行するとか出来
そうだよねと。あと、都市部で物を運ぶ
事は、より安全になったら出来そうだよ
ねとか。私達が使用しているドローンの中
には、100キロくらいを持ち運べるタイプ
もあります。あとは、屋根瓦の点検や、屋
根の上でする作業について、屋根の作業
で命を落とされる方も結構いらっしゃる
ので、こういった部分はドローンを飛ばし
て簡単に出来るよねとか。さらに、完全
に妄想の世界ですが、犬の散歩するドロー
ンが出てくる。これは、バック・トゥ・
ザ・フューチャーで既に出て来ています。
なので、人間が想像出来る物もって本当
に出来てくると思います。

あとは、お子さんがいらっしゃるご家庭
だと、子供がしょっちゅう忘れ物しますよ
ね。それを届ける際に、お母さんが面倒
臭いので、ドローンに届けてもらうとか。
あと実際に日本の中でも本気で考えている
チームもいるんですが、日傘ドローンです。
日傘をさすのは面倒臭いですよね。日傘ド
ローンからブーンっていう音がするのは嫌
だ、といった女性の気持ちをどう組むの
かという所も課題になってくるのかなと
思っています。その他にですね、やっぱり
物流とドローンっていうのは切り離せな
い所がありまして、物流っていうのを今の
社会構造の中で考えた時には、例えば自
宅の玄関に届けるみたいな事があります。
これから先を考えていくと、そもそも屋根
の形が変わるかもしれません。屋根に届
け物したら、地上に降りずに済むので人
間と関わらなくて良くなります。また、地
上に降りると人に当たる可能性が大きく
なる課題があったりします。こういった事
も考え、ドローンが発達すると、社会構
造がどう変わるかという事も重要なテー
マになって来ると思います。こういう所
は是非皆さまに、妄想していただけると良
いかなと思います。そしてその次は、超大
型ドローンですね。

Citizen Lab Workshop vol.2インプットセッション



アメリカのSabrewing Aircraft Company, 
Inc.という会社は、2トンのピストン輸送
する事を考えていて、無人機を使っていわ
ゆる辺境の地に運ぶという事を考えていま
す。現段階の技術だと、電力で飛ばす事
が出来ないのですが、今の航空機の延長と
組み合わせてどういう風にやっていくか
考えたい話ですよね。先ほどあったように、
農業の中でも色々やれる事がありまして、
収穫をドローンでしたり、色々なものを
蒔いたりですね。次に、モビリティです。
まず、一般公道を走れる浮いているタイプ
を考えていく事も出来るのかなと思います。
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社会実装していく中で、全く新しいインフ
ラを想像すると大変なので、今までのイ
ンフラとの中間で、今までのインフラと
共存できる方法はないかなと思ってい
て、そこは考える必要性があると思います。
次に、ビルの上の使い方が変わってくると
いう事です。ビルの上の使い方を変えると、
どんな生活になるのかなという所です。例
えば、ビルの上だけではなく、新しいビル
を建てる際、真ん中にスリットを入れ、
そこから何か出来ないかなどのアイデアも
あります。次は、スカイドライブですね。
凄いごちゃごちゃしたゾーンがある場所で、

空の高速道路を走る事が出来るんですよね。
こういう都市部と少し離れた所を簡単に
結ぶ事が出来ると日常の生活が変わるん
じゃないかなと思います。これはスカイド
ライブが提唱している考え方でして、一般
の公道も走れるし、空の高速道路も走れ
るという両方が両立する事が、非常に重要
ではないかと考えています。飛行機の産業
では、飛行機側で考えるのですが、車とど
う連携できるか、共存出来るかという事
を考えていく事も大切ですよね。次は、災
害対策ですが、色々なシーンがあり、いろ
んな使い方を想像する事が出来ます。例え
ば、災害救助の時に、ヘリだと難しい所
に無人救急車みたいな物を運ぶ、物資を
届けたりする事であったりとか。あとは、
なかなか入りづらい所に入っていき、災
害時に出てきた何百キロの瓦礫をどけ
る。公道も走れるタイプの物で水の上す
ら走り救助も出来る、などが考えられます。
このような事が出来るんじゃないかなと
思ったりしています。なので、こういう風
な形の物を是非想像していただけたらと思っ
ています。もう一度繰り返しになるんです
が、ドローン前提の社会。これを想像して
いっていただけたらと思います。

Citizen Lab Workshop vol.2インプットセッション
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ドローンの新たな活用方法

横田 淳さん 
ドローンレーサー/日本ドローンレース協会（JDRA）
副代表理事

ドローンレースって見た事ある人いますか？最近だと、
スッキリさんの特集で中国の深圳でレースをやってい
たので、見てる方も結構いるかもしれないですね。僕
は体験会などを、「ドローン×エンタメ」というテー
マで、エンターテイメントを基準に活動しています。
その1つとして、ドローンレースがあります。僕らは楽
しい事を起点に、子供や大人など色々な人がドローン
と関わる1つのきっかけとして、レース、けん玉、BMX
（バイシクルモトクロス）やダンスなど色々なスポー
ツと一緒にイベントをやったり、そういう所で面白い
物を作っていく団体として活動しています。飛ばすの
が大して危なく無く、どこでも出来る所が良いので、
色々な所でレースをやっていて、例えばハウステンボ
スさんのイルミネーションの上や、六本木の中華料理
屋さんの店内、お台場のヴィーナスフォートの中や、
レストランで皆さんがお酒飲んでいる中、頭上を飛ん
でいたりします。

僕たちがやっているドローンレースは色々種類があり、
大きいタイプだと時速100キロとか150キロとか平気で
出るんですが、別に大人の競技という訳ではなく、現
在はタイの10歳のミルクちゃんという女の子が、ぶっ
ちぎりで速いレーサーなんですよね。大人が速いと
か、男性が強いとかではなく、子供の才能も十分に発
揮出来て、賞金も1億円とか平気で出ているので、お
子さんをサッカースクールに通わせている場合じゃな
いんですよ。また、空撮で俯瞰する綺麗な映像もある
し、色々な角度からアクロバティックに撮れる事も面
白いポイントで、観る、撮影するなどバリエーション
が出てきているのが今のドローンシーンですね。こう
いう撮影も3年前までは出来なかったのですが、ようや
く去年になりセンサーが小さくなったり、技術が進歩
し、気軽に出来るようになってきました。同じエンタ
メとして、大分県さんとプロの操縦するようなドロー
ンを、子供や誰でも操縦出来るようにという競技を作
る企画をやりました。子供など色々な人に操作を体験
してもらい、やっぱり子供でもうまい人は結構うまく
て、凄い面白い大会でした。こういう色々なイベント
を全国各地で企画したり提案していたりします。

インプットセッション



!24

Citizen Lab Workshop vol.2

ドローンの新たな活用方法

齋藤 和紀さん 
 i-robotics CFO

「調べる」について少しだけ深掘りしてみたいと思い
ます。1つキーワードとしては、ドローンはデータ産業
です。飛ばす事が進化していく中、何を撮り、何の
データを取るか。どんな写真やデータをとり、どうやっ
て分析するかが、一番重要です。例えば、太陽光パネ
ルの点検や、多摩川であれば堤防の点検や川縁の点検
ですとかですね。そして取ってきたデータを基に3Dの
マップを作る事が出来ます。ネットワークを繋げて街
全体を3Dマップ化してしまう事が出来ます。1つド
ローンが活躍した事例があるのでお話しすると、NHK
で人の立ち入りが難しい南硫黄島に何十年ぶりに入る
事が出来たケースがありました。人が入れる場所が本
当に一部であったんですが、我々が船の上からドロー
ンで全部を撮影し、色々な事をする事が出来ました。
人が入れないような秘境なども撮ってくる事が出来る
のです。

その結果、今まで巣の在り処が不明であった鳥の巣を
見つける事が出来ました。皆さんの普段の視点とは
違った、俯瞰的な視点や寄って観るような視点を使っ
て調べる事が出来るようになってきています。次に
「守る」ですが、守るは大きく分けて2つあると思いま
す。1つは、ドローン自体が武器、兵器になってきま
す。今あちこちで簡単に作れるようになってきている
ので、問題視されていて、例えばダンボールで作れる
ドローンなどもあったりします。こういった視点への
対策も議論していただけたら良いと思っています。2つ
目は、やはり自然災害が多いという事で、色々な所で
地球温暖化などの問題が起きている、また河川で水量
が増えてきて結界する危険性が無きにしも非ずといっ
た所で、その時にどうやって活躍するか、中洲に取り
残された人をどうやって助けるかであったりします。
あと、突き詰めて行くと、いま愛媛県の原発が再稼働
し始めて、原子力発電所で事故が起きた時に、前々か
ら準備していかないとダメだという事が言われていま
す。そのためにドローンを予め設置、整備しておいて
汚染量を調べるために使ったり、住民を避難させるた
めに使ったりとか、複数機を大量に制御できるシステ
ムが必要だよねという事で、こういう物の開発するた
めに国家プロジェクトであったり、ベンチャー企業が
行っているという状況かなと思います。ここら辺の守
るそして対策するという事も議論していただけたらな
と思います。

インプットセッション
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ドローンの新たな活用方法

保理江 裕己さん 
ANAホールディングス株式会社

ANAホールディングスの中の新規事業をやる部署でド
ローンの事業化を目指したプロジェクトに取り組んで
いて、そこのリーダーをしています。ANAは、皆さん
に飛行機会社であると思われがちなのですが、最初は
ヘリ2機から始まったヘリ屋でした。そこから、プロ
ペラ機、ジェット機、国内線、国際線、貨物と色々やっ
てきています。最近は、ANAを潰しかねない存在を作っ
てしまおうという事で取り組んでいて、最近だとそも
そも物理的な移動もしない実質的な移動はアバターな
どの遠隔操作ロボットで出来る事などをラボの中で考
えていたりします。今やっているのは基本的に、エア
クラフトのオペレーターなのですが、今後は同じ空で
ドローンをオペレーションする会社や、航空の知見を
使いスペースクラフトをオペレーションする会社にな
りたいと思っています。直近では、モノの輸送をド
ローンでする事、旅客輸送も出来ないかと思っていま
す。

それからインフラの構築や、社内での活用など色々な
活用があるという事で活動しています。物資の輸送と
いう所では、福岡県で5キロ先の離島まで薬を運ぶ実
験をしています。普通は船で20分、1500円の燃料代を
使って運ぶのですが、これで行くと1回あたりの燃料代
は5円の電池量だけです。1、2キロの物は運ぶ事が出
来るので、少量の物であればクイックに運べ、船だと20
分かかる所、10分で着くという世界が来ています。今
まさにANAは飛行機を使って色々な物を運んでいるの
で、それのドローンバージョンをやるのが我々の目標
ですね。今は空港という施設に全部囚われていて、そ
の先はトラックで運んでいる訳ですが、ここに1つ選択
肢を増やしたいと思っています。選択肢を増やすだけ
ではなくて、新たなルートも模索できないかと思って
います。あと、人の輸送に関しては、羽田空港から二
子玉川まで、公共交通機関で60分超かかります。もし
空飛ぶ車ができたら、多摩川をつたって15分くらいで
来れないかなと思っています。今は第一ターミナルか
ら品川のカオスを通り超え、そして渋谷のダンジョン
を潜り抜けて二子玉川までやってくる訳ですけれども。
もし離着陸するものになれば、垂直にフワっと浮かぶ
のってワクワクとドキドキがあるなと思い、これを出
来たらと思っています。江戸時代は水路で街が発展し
て来ていて、まさに時代を巡り巡って今水路が注目さ
れているんではないかなと思っています。

インプットセッション
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ドローンの新たな活用方法

岡田 勝さん 
teTra
「technology for Transportation」から、teTraと言い
ます。アメリカ最大の航空機メーカーのボーイングさ
んがフライングマシン開発コンテストをやりました。
世界版の鳥人間コンテストのような物だと思っていた
だければと思います。チキチキマシンゴーレースのよ
うに世界中から、全く形がバラバラのものが提案され
ました。ファーストフェーズで600チーム30ヶ国から
提案が集まり、その中から我々のチームはトップ10に
選ばれました。来年の頭にアメリカ本土で飛行テスト
をする事になっています。今現在、新しい空の活用方
法として2025年を目指し、物流をドローントラックで
やるといった計画がされています。またUberさんやベ
ル・ヘリコプターさんが4、5人乗りの大型タクシーを
提案しました。さらに、現在安くても1機2億円のヘリ
コプターを、安ければ2千万円の機体として作り10分の
1以下の価格で運行する事が10年の大きなスパンで描
かれていたりします。

その流れの中でどう生き延びるかも大事でして、我々
の最初のターゲットとしては個人移動になり、社会実
装の段階ではここから始まるだろうと考えています。
日本でも空の移動革命官民協議会を開催し、官と民が
集まって課題を洗い出しました。経済産業省さんのイ
メージだと離島、災害救助、都市部で、2023年から10
年くらい、日本国内でオペレーションしていこうと考
えられています。だたし非常に壁が大きいです。しか
し、我々は難しいからこそやる、やりたいなと考えて
います。皆さんにとってどんな価値があるか考えた時、
もう1つの流行り言葉としてMaaSがあります。スマー
トフォンを中心に色々な乗り物を全部アプリケーショ
ン化してどこへ行くにしても、例えば1ヵ月6万円でバ
スもタクシーも乗り放題といったサービスが増えてい
きます。今まで使われていなかった空というものが実
装されていく事が皆さまのライフスタイルを変える大
きなポイントになると思います。そして多摩川流域で
すが、もしドローンが落ちても人が死なない、安全に
降りられる場所があるといった事で最初はこういう所
から安全性を確認しつつ、社会実装されていくのでは
ないかと思います。また当然、降りる場所が必要になっ
て来ると、離着陸場の近くを押さえるという事も戦略
として出て来ます。離着陸場をつくると、将来誰かが
使ってくれるかもしれません。2025年くらいに、こう
いう物で私は多摩川上空を飛んでみたいと思っていま
す。

インプットセッション



!27

デザインワークショップ2
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流域の働き方のリデザインについてワールドカフェ



ワールドカフェとは

1

step

2

step

3

step

ワールドカフェの進め方

ワールドカフェの定義は、カフェでくつろいでいるようなリラックスした雰囲気のもと行われる会議のことです。 
参加者は4～5人ずつに分かれ、テーブルごとに対話をするといったもので、メンバーを入れ替え、対話するという流れを繰り返し
行います。これは1,000人以上でも実施可能です。 
少人数で対話をすることで、相手の意見を聞きやすく、自分の意見も言いやすいのが特徴です。

「観る・遊ぶ」「調べる」「乗る」「運ぶ」というテーマに関して、どんな事が出来るかを個人の視点から考えてもらいます。アイ
デアに所有権はないので、他の方が出したアイデアにどんどん乗っかっていただいて、質より量にこだわっていただけたらと思いま
す。机の上に、ドローンの未来年表とドローンに実用例を載せているカードがあります。こちらを参考にして、アイデアを出して頂
きます。ポストイットを使って、文章・イメージ・絵を書いてもらい、多摩川流域でドローンを使ってやりたい事を考えてアイデア
を出していってください。模造紙がありますので、その真ん中に多摩川流域でドローンを使ってやりたい事を書いて、アイデアをマ
インドマップのようにどんどん広げて頂きます。最後に、一番最初のテーブルに戻って頂いて、そのフェーズ毎に発散したアイデア
を統合していく作業に移っていきます。
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ワールドカフェの成果物
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ワールドカフェの成果物
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ワールドカフェの成果物
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ワールドカフェの成果物
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【運ぶのテーブル】
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多摩川流域にドローンの活用方法

• 花火を中に入って内側から見たい 
• ドローンの光で空に巨大スクリーン作りたい 
• 照明として空から照らしてくれれば暗くなっても
遊べる 

• ドローンがペットとして扱われる 
• ドローンが虫除けをしたり、暑い日に水を撒く
ことで河川敷に来るハードルが下がる

• センサー搭載した水中ドローンで水質管理や魚の
生育ができそう 

• 公園とか行く前に混雑具合調べられる 
• 5Gを組み合わせてSOSを発見できる範囲が広がる 
• 空いっぱいのドローンが子供たちを見守る事で、
安全に川で遊べるようになる

• BBQ中にドローンで釣りをして魚を調達 
• 救急車を運んで道が混んでてもスピーディーに救助 
• 荷物を持ちながらついてきてくれたら楽 
• イベントが天候に左右されなくなる 
• 必要な物が必要なだけ届き冷蔵庫やごみが無くなる

• 上からスポーツ観戦や花火観たい 
• 楽に登山したい 
• ドローンをスーツとして着ることができる 
• 家にプロペラをつけて、行きたい所に行って生活
できる 

• 屋上が玄関となるような、今とは上下が逆さま
な家の形になる

【調べる・守るのテーブル】

【観る・遊ぶのテーブル】

【乗るのテーブル】

Citizen Lab Workshop vol.2デザインワークショップ
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「運ぶ」のテーブル 
大きく3つで、1つ目は、天候に左右されないようになる。例えば、大きくすれば運動会が必ずその日に開催できる、雨を気に
しなくても生活できるみたいな。2つ目がベビーカーを浮かせれば階段が楽になるとか、送り迎えもドラゴンボールのカプセ
ルみたいに、寝てても送り出せるみたいなユニバーサル的な感じです。あとは、生活という面でいくと、家に欲しい物がすぐ
来る生活になる。例えば牛乳を今飲みたいから200mlだけ注文する。すると冷蔵庫が小さくなったり、そのゴミもすぐにド
ローンが持って行ってくれるので、ゴミ収集車が来なくなる生活が来るんじゃないか、みたいな話になりました。 

「観る・遊ぶ」のテーブル 
最終的には「観る・遊ぶ」を通じてドローンがものすごく身近になって、まさにドローンが生き物やペットのように、擬人化
して近くにいるという未来が見えていました。その中でいうと、大人も子供もおじいちゃんも使えたり、ドローンが身近にあ
る事で、今まで意識高い人が河川敷にいらっしゃったところが、もっと身近に使われるようになるとか。例えば、虫が多いか
ら嫌だなみたいのもドローンによって解決されて多摩川河川敷が身近になっているという未来が話されました。 

〈佐宗〉 
ちょっとだけ質問なのですが、河川敷の意識が高いという話と、ドローンが身近になるという話はどう繋がるのかだけ教えて
いただけますか。 

今でいうと、マラソンしている人とかじゃないと河川敷を使う事は中々出来ないんですが、それでも河川敷を使いにくる人っ
て結構モチベーションの高い方だと思うんですよね。そこをドローンを使って、例えばモビリティ的な所だと、すぐ来れたり
だとか、あとは虫がいなくなったりとか、暑い時に水を撒いてくれたりとか、楽しいイベントが開催されていたりすると、み
んながすごく河川敷に集まってくるかと思う。

多摩川流域にドローンの活用方法の共有

デザインワークショップ Citizen Lab Workshop vol.2
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「調べる・守る」のテーブル 
まずドローン前提社会になると、空一面にドローンが飛んでいて、「子供達を見守ってくれる世界」を描くと考えました。実
は、今の多摩川流域って、小学校では遊んではいけないと言われているらしいです。川が危ないからという事なんですが。し
かしドローンが飛んで見守ってくれると、危険な所を察知してすぐに連絡してくれるので、小学生の子供達がある程度自由に
遊べる世界がくるんじゃないかなと。例えばドローンが見守っていて、危険な所に行こうとする子供達を安全な所に引き戻し
たり、マイクやスピーカーで注意する事で、二子玉川で子供達が安全に遊べるような世界がくるんじゃないかなという話をし
ていました。 

佐宗：「調べる・守る」がエンタメに繋がるという、なかなか鮮やかな打ち手ですね。 

「乗る」のテーブル 
ドローンに乗りどこかへ行けるという所から発想が始まり、常に空中に浮かんでいる訳ではないですが、家にプロペラをつけ
て行きたい所に行って、そこで生活するアイデアが出ました。河川敷って基本的に家を建ててはいけないらしいですよね、川
が氾濫する恐れがあるので。でも、川が氾濫していない時はそこに住んでいて、危なくなったらそのまま飛んで逃げる。そう
すると、家でも生活できるし、仕事場に行くにも、その家の中で寝ながら飛んでいく事が出来るようになる。そうやって家が
進化してくると、今度は、天井に入り口があって、車道がなくなって、玄関がなくなる。要するに、地上と天井が全く逆の構
造の家の方が便利になってくる。そんな家が今後の新しい家の形になるんじゃないという話が出ました。 

佐宗：「サンタクロースの家」みたいなものが家の新しいカタチになる、そんなイメージが出来るのかなとお話を聞いていて
思いました。

多摩川流域にドローンの活用方法の共有

デザインワークショップ Citizen Lab Workshop vol.2
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レゴプロトタイピング/アイデアカード作成3
Citizen Lab Workshop vol.2



＜説明＞ 
色々アイデアが出てきたと思うんですが、これからは「このプロジェクトが将来実験区になり、そこで何かに参加したいと思うと
します、その時にどういう事に関わりたいですか」という話になります。なので、皆さん自身が一番ワクワクするかつ、大事だと
思うテーマを一つ決めて、手を動かし作りながら、考えるという事をやっていただきたいと思います。最初の10分か15分くらい
は、とりあえずレゴで遊んでみてください。最後に、皆さんのレゴを多摩川流域マップにまとめますので、皆様のレゴがまちの一
部になります。このレゴは会話をするための手段なので、これそのもので何かを表現していただかなくても結構です。色々な物が
組み合わさった時、何が起こるのかという事を議論するための対話の道具としていただければと思います。
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レゴプロトタイピング/アイデアカード作成 Citizen Lab Workshop vol.2

「多摩川流域で実現したいドローンの活用方法」を実現するアイデアを具体化
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アイディアプロトタイピング共有/ 
ジオラマMAPづくり

4
Citizen Lab Workshop vol.2

レゴプロトタイプ共有/ジオラマMAPづくり/ダイアログ
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Citizen Lab Workshop vol.2

多摩川流域ドローンMAP全体の写真

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「ドローン中心の家」 
ドローン中心の生活になった時に、屋上がドローンの
発着場になり、車タイプや自転車タイプだったり色々
なドローンが屋上に停まって、屋上に玄関が来るだろ
うというアイデアです。そうなった時に、住宅の形も
変わってくるだろうという事で、ドローン用の玄関、
人間の玄関があるというように、屋上が中心になって
来ることを想定した家を作りました。

「空飛ぶ水上派出所」 
どんどん空を飛ぶものが増えてまいりますと、無謀な
運用をするような者が出てきます。そういう輩を取り
締まるのも警察の役目です。ここに空飛ぶ派出所があ
るんですが、これが川の上にあって、いざという時は
パトカーとなって空を飛びます。捕まえる時、パトカー
で追いきれない場合などには、ポリスマンが空飛ぶポ
リスマンになります。高速で追いかけてい捕まえると
いう意味では、これが世界最強のポリスマンになるの
ではないでしょうか。「空飛ぶ白バイ」のような。警
察の新しい未来の在り方もあるんじゃないかと思いま
した。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「交流のつり橋」 
多摩川の両岸にある、同じ地名をつなぐドローンつり
橋で地域交流の活性化。

「空飛ぶオフィス」 
河川敷は、眺めがよく開放的でなので、そこで働けた
ら新しいアイデアがどんどん出るのではというアイデ
アがありました。でも増水時に、移動が出来ないため
河川敷には建物は建てられないんですよね。それなら、
その建物を飛ばしてしまえば良いという事で考えまし
た。普段は河川敷にオフィスが置いてあるんですが、
増水時には上に飛んだり、川の上を飛行して眺めを見
ながら会議をしたりとかが出来ます。近場だったら、
他の拠点にいる人を迎えに行って、空で会議をしたり
とか、そういう事ができるんじゃないかと思って、空
飛ぶオフィスっていうのを提案しました。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「遅刻しない家」 
朝の目覚まし時計みたいな感じで、何時にここって時
間と場所などを設定しておくと、その上に定時で停まっ
てくれる家を考えました。子供のお迎えも、そのまま
家で行けるので、安全に子供をピックアップする事も
できる家です。

「屋根へお届けドローン」 
一軒家を対象に地上物流を介さずにtoC物流を実現。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「水上ドローン」 
羽田から二子玉川を回遊。水上を走りながら河川状態
とか、子供たちの様子をみながら、グルグル回遊する。
できれば上に飛べればいいなと思っています。マイク
ロドローンと組み合わせるのも面白そうです。またちゃ
んと信号を出す機能もついています。

「物流空中空母」 
私が作ったのは飛行機なのですが、水上を進んでいる
イメージで、そこから飛び上がるという物です。空港
からの物流ハブになって、川の上流や中流にある別の
物流ハブまで物を運ぶ。しかも上にドローンが付いて
いて、ここからドローンが飛び立つという空母の機能
も想定しています。常時飛んでいるようなイメージで
あれば、空中空母になるので水深問題も解決できます。
エリアとしては川沿いを想定していて、ここから20機
くらいドローンが散っていくようなイメージです。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「ドローンレース」 
ドローンレースができるようなアトラクションを大き
く作って、みんなで楽しもうというものです。ドロー
ンを運転してもいいし、ドローンに乗ってもいいよう
になっています。富士急ハイランドまでいかなくても、
多摩川流域でいっぱい遊べますよという事で、人が大
勢来てもらえればいいなと思いました。 

「子どもの安全見守り」 
川沿いで子供が遊ぶとき、親の代わりにドローンが安
全を見守ってくれる。危険な場所に近づくと注意して
くれる。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「楽しく、見守る」 
どんな所でも見守れるようになっています。例えば木
のような異様な構造な物で遊んでいたとしても、見守
れるし、監視できる。そのため、自由に遊んでいられ
るようになっています。

「レスキュードローン」 
レスキュードローンでも、緊急時だけ飛んで駆けつけ
る事って多分できないと思います。普段飛んでいない
所は多分飛べないので、普段はパトロールして、落し
物を見つけたりしていて、でも緊急時は雨でも風が強
くても飛んで行って、誰かをお助けするという物です。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「家を建てる」 
デザイナーズハウスとか、色々と自分好みで家を設計
して建てる家ってあると思うんですけど、そういうの
で例えば、ドローンが建設資材を運んできたり、それ
をガッチャンガッチャンとプラモデルを作るかのよう
に、自分好みの家を作ってくれるという物です。もし
かするとリフォームもしてくれるなど、ドローンを物
づくりのような形で使えるかなと思って作りました。
DIYって原材料を持ってこないといけないのですが、
そこの制約を壊せるって事ですね。

「いつもあなたのとなりにドローン」 
今のドローンだとプロペラがうるさい、怖いなどのマ
イナスイメージがあると思いますが、それが解決され
た時、イメージとして妖精のティンカーベルみたいに
人をサポートしてくれるような、相棒みたいなドロー
ンが常に一緒にいるというアイデアです。幼い頃から
ドローンと一緒に育っていく未来が出来ているという
事です。例えば一緒にマラソンしてたり、自分好みに
デコレートしても良いですし、そういうようなドロー
ンが横にいるんじゃないかと思って考えました。一緒
に家の中に入ってきて、寝るときは一緒に充電して、
朝起きたら一緒にいるくらいですから、小型ペットく
らいの大きさを想定しています。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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Citizen Lab Workshop vol.2

「水上監視ドローン」 
水の中で溺れかけている人を監視しているってやつで。
常に500メートルピッチくらいでドローンがあっても
いいと思うんですよ。水の状況の監視もそうですし、
人の状況も監視出来ているみたいなのがデフォルトで
あってもいいんじゃないかなと思います。

「ヘルスケアドローン」 
地域的には蒲田のような高齢者の多いような場所を想
定しています。救急車が来るまでに応急処置をすれば
助かる場合、まずドローンを飛ばして現地に行かせ、
救急車が来るまでの救急措置をするというのを考えま
した。目的は「救急」なので、ピンポイントで飛んで
いきます。病気や怪我、事故などの基本的な救急時に
どんどん飛ばし、まずは応急処置をします。カメラが
付いているので、近隣の病院と連携して、医師が素人
でも出来るような適切な処置を遠隔誘導する事が出来
ます。そうやって地域を守っていくような考え方をし
ました。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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「どこでもスイスイ」 
バリアフリーという所で、町から河川敷に出る時に、
階段があったりして出れないという声を結構聞きまし
たので、そういった事を解消するために、浮かしてし
まって運んでしまうというアイデアです。さっきベビー
カーの話も出ましたけど、そういった交通手段の1つと
して何か出来ないかと思いました。

「ドローン宅配BOX付き1Rマンション」 
元住吉辺りくらいに、ドローンボックスの付いたメゾ
ネットタイプのワンルームマンションを作る事にしま
した。冷蔵庫が無いので、キッチンの横にボックスが
ついていて、そこにすぐにドローンが荷物を届けま
す。オンラインでなんでも注文し、すぐにモノが届く
事に慣れている世代を想定しています。あらゆる物が
ネットで出来るような一人暮らしですね。そういう人
はこんな生活ができるのかなと思って作りました。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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「ドローン配送ポート」 
運ぶという分野のドローンの難しい所で、人の手に直
接渡せないという事があります。なので、ドローン配
送ポートという形で、荷物を積んだり荷物を降ろした
りと、そこに荷物をためてくれる場所です。それによっ
て、人はそこに荷物を取りにいく事ができるようにな
ります。しかし、よりラストワンマイルを実現するた
めに、ドローンが自動で人の部屋の前まで届けてくれ
るという事になると良いですね。これは実際に実現に
向けてやっている段階です。

「空から届けます」 
交通渋滞などを避けるために、工事中に資材保管庫か
ら、ドローンが資材を届けてくれる。

レゴプロトタイプ共有

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり
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皆さんが妄想したアイデアが、一旦多摩川流域ドローンMAPに散りばめられ、一つのまちになりました。皆さんによって創ら
れたMAPを見ながら、これから、「どんな社会を作りたいように見えるか」という所からアイデアを深めていこうと思います。
楽しい物もあれば、課題解決する物もあり、また何か変わるかもしれないといった物まで、色々ある感じはしています。全体
をパッとみた時、僕らは何をしたいんだろうかとか、皆さんがみて感じた事があればご共有いただけたらと思います。

多摩川流域ドローンMAPを元にダイアログ

アイディアプロトタイピング共有/ジオラマMAPづくり Citizen Lab Workshop vol.2
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ドローンを活用して何を実現したいかをまとめる5
Citizen Lab Workshop vol.2
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グラフィックレコーディング6
Citizen Lab Workshop vol.2
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Citizen Lab Workshop vol.2グラフィックレコーディング
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Citizen Lab Workshop vol.2グラフィックレコーディング
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