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メディア出演情報 ガイアの夜明け

勃発！“空”を制する闘い ～ドローン新時代がやってくる～

2021年1月26日

携帯電話キャリア（LTE通信）を使用した遠隔自動制御の

実証実験について、弊社の取り組みを特集していただきました。

NHKニュース７

2022年11月19日

レベル4解禁へ2022年12

月より解禁されるレベル4

飛行に向けての特集で弊社

のNEDOの取り組みで3台

同時飛行をご紹介いただき

ました。
他 多数



ドローンの市場環境と法改正
- Drone market -



※出所：インプレス総合研究所「ドローンビジネス調査報告書2018」

農林水産業

農薬散布 精密農業 農地内輸送

水産業 林業 害獣対策

物流

通常搬送 敷地内搬送 緊急搬送
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工事進捗/計測 土木測量 建築測量

防犯

巡回監視 イベント監視

屋内

部品/商品搬送 在庫管理

検査
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空撮
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損害保険調査 現場/被害状況調査



特に農業分野・検査分野・物流分野 に成長の兆しが！

ドローン関連市場 の 分野別市場予測（国内市場：サービス分野）

※出所：インプレス総合研究所「ドローンビジネス調査報告書2020」

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

農業 110 108 175 260 345 428 502 617 776 1,000

測量 30 23 36 60 81 116 164 226 226 245

空撮 12 15 21 28 37 47 59 75 80 91

検査 2 5 43 115 353 488 714 1,000 1,260 1,625

防犯 0 0 10 20 42 67 77 94 108 131

物流 0 0 5 15 13 22 94 174 466 797

屋内 0 3 6 9 15 30 86 150 173 210

その他 0 1 66 101 110 119 150 193 249 326
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①レベル4実現にあたり、リスクの最も高い飛行についてはこれまで以上に厳格に安全を担保するため、機体の信頼性を確保す
るための機体認証、操縦する者の技能を各尾するための操縦ライセンスの取得を必須とするとともに、運航管理体制について
は個別に安全体制を審査

②比較的リスクの高い飛行については、機体認証、操縦ライセンスの取得、運航管理ルールの遵守前提に、個別の許可承認を省
略し、更なる安全かつ円滑な飛行環境を構築

③機体認証、操縦ライセンスの審査については、民間の審査能力を活用

VI. 市場環境

有人地帯の目視外飛行（レベル4）実現に向けた制度設計
▍ポイント

出所：内閣官房「小型無人機の有人地帯での目視外飛行（レベル4）の実現に向けた制度設計」

（新設）

【機体】

機体認証を義務付け

【操縦者】

操縦ライセンスを義務付け

【運航ルール】

運航ルールの遵守を個別審査（許可・承認）

【機体】 機体認証
【操縦者】 操縦ライセンス
【運航ルール】 飛行計画の通報、第三者

上空の飛行禁止等の遵守

（新設）個別審査不要

【機体】
【操縦者】
【運航ルール】

個別審査（現行制度の継続）

個別に審査

（今国会に法案提出中）

所有者と機体の情報の登録を導入
（オンラインで実施）

所有者への飛行ルールの確実な周知

カテゴリーⅢ

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅠ

リスクの最も高い飛行
（例）・レベル4（有人地帯での補助者なし目視外飛行）等

・イベント上空の飛行

比較的リスクの高い飛行
（例）・人の少ないエリアでの補助者のいる目視外飛行

・夜間飛行 等

リスクの低い飛行
（例）人の少ないエリアで

の日中における目視
内飛行 等

現行：航空法の許可・承認対象
【機体】
【操縦者】
【運航ルール】

飛行ごとに個別に
書面審査

現行：航空法の許可・
承認対象外
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VI. 市場環境

有人地帯の目視外飛行（レベル4）実現に向けた制度設計

8



VI. 市場環境
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VI. 市場環境

有人地帯の目視外飛行（レベル4）実現に向けた制度設計
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EAMSの特徴
- Our company -



• 東大・産総研・先端研他と最先端の技術開発
⇒ＡＩドローンによる安全なドローンの開発
５Gを搭載したリモートドローンの開発
１対多運行の実現（ReAMOプロジェクト）

Made in Japanのドローンメーカー 最先端の開発力

新規採用ジン
バルカメラ 荷物ケース

AI計算機

落ちにくい・安全に落ちるドローン

UGV

UAV

USV

自走化

ドローンポート

• 国内TOPレベルの実証経験に基づき使用目的
に対して問題解決インテグレーションが可能
⇒どこよりも早くカスタマイズ可能、国産ドローンポート
はイームズのみ

• 日本発のドローンメーカーとして、陸・海・
空すべてのシーンで活用可能な機体を開発
⇒UAV/UGV/USVを開発できるのはイームズのみ
電気制御の機器の自走化を実現

レーザードローン
14



EAMS ROBOTICS

ラインナップ
E470SU1

小型UAV。測量向けに開発され、iConstructionに準拠した機体。

測量業者向けのパッケージ販売。他、監視やセンシングなどにも。

福島県にて製造。

完全国産。

E6106FLMP（Assembly）

中型UAV。ユニットを交換することで、様々な用途に活用できる機体。

カメラ、物流BOX、スピーカーなど、顧客向けにカスタマイズが可能。

AS5Ⅱ

中型UAV。農薬散布ドローン。粒剤散布装置に付け替え可能。

全自動で散布を行う。専用のタブレットとソフトウェアが付属。

５リットルタイプ。

AS10/6150

大型UAV。農薬散布ドローン。粒剤散布装置に付け替え可能。

全自動で散布を行う。専用のタブレットとソフトウェアが付属。

１０リットルタイプ。

写真は物流BOX

UGV

UＳV



農林水産業でのドローンの利活用
- How to use -



農業

ドローン・船型ドローンによる

肥料散布ソリューション
AS5Ⅱ

中型UAV。農薬散布ドローン。粒剤散布装置に付け替え可能。

全自動で散布を行う。専用のタブレットとソフトウェアが付属。

５リットルタイプ。

ZR-6

水稲防除専用のラジコンボート。

フロアブル剤を滴下し、圃場の防除を行う。（生産終了）

https://www.youtube.com/watch?v=k1oicrAOivc
https://www.youtube.com/watch?v=k1oicrAOivc
https://www.youtube.com/watch?v=eqfhsYIQu80
https://www.youtube.com/watch?v=eqfhsYIQu80


農業

ドローン・船型ドローンによる

肥料散布ソリューション
AS5Ⅱ

中型UAV。農薬散布ドローン。粒剤散布装置に付け替え可能。

全自動で散布を行う。専用のタブレットとソフトウェアが付属。

５リットルタイプ。

ZR-6

水稲防除専用のラジコンボート。

フロアブル剤を滴下し、圃場の防除を行う。（生産終了）

https://www.youtube.com/watch?v=k1oicrAOivc
https://www.youtube.com/watch?v=k1oicrAOivc


農業

リモートセンシング

＜目的＞

農家、生産者、収量増、品質向上、病

害虫抑止、作業軽減、生産性向上→営

農、農機連動、農業設備業者、損害保

険会社、農協、農業設備故障。

災害／ダメージ調査→管理システム連

動、商社、食品加工、レストラン、スー

パー、収穫予測（収量、時期、品質）、

ダメージ調査 → 社内システム連動

スマート農業実証プロジェクト

＜ドローン活用のメリット＞

情報取得

データ解析

E470SU1

小型UAV。測量向けに開発され、iConstructionに準拠した機体。

測量業者向けのパッケージ販売。他、監視やセンシングなどにも。

＋
マルチスペクトルカメラ



林業

山林調査

＜目的＞

林業従事者の高齢化、新規就業者の減

少による人材不足が深刻な問題であ

る一方、伐採が必要なエリアは拡大。

優先順位付けが急務。

林野庁

「林業イノベーション現場実装プログラム」

＜ドローン活用のメリット＞

ヘリコプターに比べて、低コスト

森林・山林情報の可視化

E6106FLMP（LASER）

中型UAV。イエロースキャン社製のレーザーを搭載。

上空100mから10万点のレーザーを照射し、地上を解析する。

山の起伏から樹種、樹木の本数まで調べることができる



鳥獣害対策

イノシシの忌避・駆除

＜目的＞

全国的に増加している

害獣（イノシシ・シカ・サル・キョン）などを

ドローンを用いて忌避、駆除する。

file:///C:/Users/hideji.sotani/Documents/提案書/イノシシfollower.mp4
file:///C:/Users/hideji.sotani/Documents/提案書/イノシシfollower.mp4


ドローンの今後の動向
～完全自動化に向けて～

- Next stage-



現状の課題

日進月歩のドローン技術。

しかし、実用化に向けて、まだまだ多く

の課題を残しています。

我々の技術力だけでは解決できない問

題も多く、それらと向き合って、解決策を

模索していかなくてはなりません。

■ 飛行時間が短い

■ 電波の届く範囲が短い

■ 自動飛行精度が悪い

■ GPSが入らないエリアがある

■ 雨に弱い

■ ペイロードが少ない

■ セキュリティが弱い

20分～30分程度

100～2,000m

GPS座標の「ずれ」

屋内など

防水性能が引く

2～5kg程度

データ保護ができていない



現状の課題

２，３年後には

各種の技術発達により課題が大きく

改善するでしょう。

■全固体電池、燃料電池により2時間程度に

■ＬＴＥ／５Ｇ搭載で距離制限はなくなる

■みちびきで数ｃｍの誤差に

■ＳＬＡＭ、ＡＩ、レーザの組み合わせで可能に

■風速２０ｍでも飛行可能に

■ ２０ｋｇ以上に

■暗号化・乗っ取り防止等セキュリティソリューションの充実



2022年レベル4
（有人地帯での
目視外飛行）に
向けて 従来

オペレータ UASO

運航管理統合サブシステムFIMS(国）

運航管理サブシステムUASSP

運行管理
群複数機体ID管理
UAV・有人航空機との情報共有
衝突・ニアミス回避
緊急制御指示

操縦ライセンス

接近!!

目視外（無視界）
遠隔操作

高精度測位

GNSS-RTK
みちびき

自律・自動飛行

機体認証

指示
携帯電話網 LTE/5G

携帯基地局

リモートID

Bluetooth
無線LAN
LTE

ドローンポート

自動離発着

インター
ネット

操縦・サービス運用管理

操縦テレメト
リ

映像

有人地帯

遠隔操作



最先端開発
日々、様々な研究テーマでロボットを研

究開発しています。

ドローンポート

ドローンの基地として開発。

地上側に設置されたQRコードを上空か

ら認識し、正確に着陸する技術を開発。

ポートは格納式で、格納されたドローンは

専用ケーブルから自動で給電することが

できる。



落ちにくいドローン
安全に落ちるドローン



最先端開発
日々、様々な研究テーマでロボットを研

究開発しています。

「みちびき」を利用した

UGV制御



最先端開発
日々、様々な研究テーマでロボットを研

究開発しています。

「みちびき」を利用した

UGV制御（自動車）

準天頂衛星「みちびき」を利用した自律

走行ユニットの開発において、川崎重工

業製の四輪駆動車両MULEを自律走行

させることに成功いたしました。

車両は全て

MissionPlanner

制御することができる



最先端開発
日々、様々な研究テーマでロボットを研

究開発しています。

「みちびき」を利用した

UGV制御

file:///C:/Users/曾谷/Downloads/走行試験の映像.mp4
file:///C:/Users/曾谷/Downloads/走行試験の映像.mp4


最先端開発
日々、様々な研究テーマでロボットを研

究開発しています。

「みちびき」を利用した

UGV制御（物流）

このロボットは、弊社とシステム開発大手

のＴＩＳ様（本社・東京都新宿区）、会津

大様の協力を得て共同開発していま

す。

実験ではロボットに弁当を載せて約四十

メートルの舗装路を走らせ、屋内外を

シームレスに自動走行し、目的地に到

着、非接触カードで荷物を安全に配送

できるかを確認しました。

タブレットで
お弁当を注文

GPS、Lidarセンサ―で屋外・屋内を
自律走行する

屋内：LiDAR制御 屋外：GPS制御



最先端開発

メタバース
５Gネットワーク



2025年以降
を目指して

１対多飛行の実現



2023年以降レ
ベル4の目標

１対多飛行の実現

長距離での機体間通信は920MHz帯利用



ビジネス
マッチング

・農林水産業をICTで効率化したい事業社様
ドローンの導入（農薬散布・リモートセンシング）
UGV/USVの導入（農薬散布・農作物の運搬ほか）
個別カスタマイズの対応

・農機具を自動走行させたい農機具メーカー様
ドローンレベルの自動走行を可能に



最先端開発

メタバース
５Gネットワーク

ドローンが安全に飛び交う世界を目指して

ご清聴ありがとうございました

連絡先
イームズロボティクス(株）代表取締役社長（CEO)
〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野1-3-29
曽谷英司（ソタニヒデジ）
sotani@eams-robo.co.jp


