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はじめに 

2016 年は、さまざまな企業や関係機関において、ドローンビジネスの今後を見据えた準備が進んだ年

といえるだろう。ハードウェアは DJI をはじめたとした各メーカーが続々と新しい機体を開発し、発売

しています。機体は飛行の安定度がますます向上し、衝突回避や追尾機能などの機能強化、なかには赤外

線カメラ搭載機や農薬散布機といった産業利用に特化したものも市場に現れはじめています。ドローンの

産業利用では、すでに事業として立ち上がっている空撮事業および農薬散布サービス以外にも、土木測量

や点検作業（メガソーラー点検）などの分野でドローンを利用したビジネスがはじまりました。その他の

分野でも実証実験が多数行われています。また国や行政がドローンに関するルールなどを明確化した年と

もいえます。国土交通省は「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」発表し、農林水産省は安全対策

や運航基準などを定めた「無人航空機利用技術指導指針」の策定、総務省は電波の利用に関するルールを

変更しています。

こうした流れは 2017 年も続き、今年はドローン産業がさらに拡大するための年、まさに「ドローンビ

ジネス元年」となろうとしています。

本書では、市場規模やロードマップ、ビジネス動向、企業動向、国や行政の動向、法律や規制、基本的

な技術解説、課題などを網羅的に整理し、分析した報告書です。

第 1 章の「ドローン市場概況」では、ドローンの市場規模やロードマップ、産業構造やプレイヤー整

理、ビジネスモデルについての分析、2016 年の最新動向、国や行政の動向、法律や規制、基本的な技術

の解説などドローン市場を知るうえで、必要な情報を網羅的にまとめています。

第 2 章では、産業分野ごとにドローンを活用したビジネスの現状とロードマップ、課題（分野特有の

課題、技術課題、社会的課題など）、今後の可能性などを 13分野 36項目にわたり分析しています。 

第 3 章の「企業動向」では、今後のドローンビジネス市場のカギを握る企業を「ハードウェア」

「サービス・ソリューション提供」「通信事業者」「業界団体」「自社活用」などに分類し、23 社の動

向をまとめています。

第４章の「海外のドローンユーザー向けサービス」では、海外の最先端事例としてドローン利用者に対

してサービスについて分析しています。本章は、株式会社 CLUE 執筆した『世界のドローンビジネス調

査報告書 2017』（2016年 12月 15日発売）に掲載した内容の一部を再編集したものです。 

本報告書が皆さんのビジネスの一助となり、今後のドローンビジネスの発展にお役に立てれば幸いです。

2017年 3月 
春原久徳

インプレス総合研究所
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1.3 ドローンビジネスの市場規模 

1.3.1 国内の市場規模 

 
ドローンビジネスの市場規模は、機体とサービスと周辺サービスの３つで構成される。 
機体市場は、業務用（固定翼及び回転翼）の完成品機体の国内での販売金額。軍事用は含まない。サービス
市場は、ドローンを活用した業務の提供企業の売上額。ただし、ソリューションの一部分でのみドローンが
活用される場合は、その部分のみの売上を推計。公共団体や自社保有のドローンを活用する場合は、外部企
業に委託した場合を想定し推計。周辺サービス市場は、バッテリー等の消耗品の販売額、定期メンテナンス
費用、人材育成や任意保険の市場規模。 

出所：インプレス総合研究所作成 
資料 1.3.1 国内のドローンビジネス市場規模の予測 

2016 年度の日本国内のドローンビジネスの市場規模は 353 億円と推測され、2015年度の 175億

円から 178 億円増加している（前年比 102％増）。2017 年度には前年比 51％増の 533 億円に拡大

し、2022 年度には 2,116 億円（2016 年度の約 6 倍）に達すると見込まれる。 

分野別に見ると、2016 年度はサービス市場が 154 億円と 43.6％を占めており、機体市場が 134

億円（38.0％）、周辺サービス市場が 65 億円（18.4％）である。各市場とも今後も拡大が見込ま

sample



 第 1章 ドローン市場概況 

ドローンビジネス調査報告書 2017  © 2017 CLUE.Inc,H.Sunohara,Impress Corporation 21 

れており、2022 年度においては、サービス市場が 1,406 億円（2016 年度の約 9 倍）、機体市場が

441 億円（2016 年度の約 3 倍）、周辺サービス市場が 269 億円（2016 年度の約 4 倍）に達する見

込みだ。 

サービス市場は、現在、農薬散布や空撮、工事進捗の管理や土木測量、ソーラーパネル等の設備

点検などの分野でドローンの活用が進んでいる。また、災害時の利用などを想定して、地方自治体

がドローンを導入する事例も増えてきている。今後、開発・研究が進められている非 GPS 環境下

での安定飛行や携帯電話回線を利用した飛行の実現などのドローン関連技術が実用化することで、

インフラ点検（橋梁等の検査など）、精密農業、倉庫工場内での利用、搬送物流、防犯監視などの

様々な分野にドローンの活用が拡大されることが見込まれている。 

 
出所：インプレス総合研究所作成 

資料 1.3.2 サービス市場の分野別市場規模 

（億円） 
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布機といった用途拡大、また、MAVIC PRO といった小型の高性能機といった形で次から次へと新

しい技術を投入してきている。 

一方、日本においては、「i-Construction」を推し進める中での三次元測量に向けた写真測量の

ための各種技術やレーザー測量などの技術、また、農水省の認定を得た農薬散布ドローンの開発、

SLAM などを活用した高度な衝突回避技術、回転翼による搬送用長距離飛行技術が進んできてい

る。プロドローンの作業ハンドがついたドローンは世界の注目を浴びた技術であった。 

1.7.5 ドローンの飛行申請からみる国内の傾向 

本項では、国内のドローンに関する飛行申請状況から傾向を分析する。 

国土交通省は、申請者が非公表を示す以外の案件に関しては、許可・承認を行った内容の公表を

行っている。 

改正航空法が施行されてからの 1 年間で（平成 27 年 12 月 10 日から平成 28 年 12 月 9 日まで）

に、国土交通省は 12,300 件の申請（事前相談を含む）を受け、10,120 件の許可・承認を行ってい

る。これは、１日あたり平均して、およそ 50 件程度の申請を受け、それらを処理していることに

なる。 

これはかなりのハイペースであり、この申請・許可プロセスがドローンの規制をするというより

も、飛行に関して、きちんと飛行申請をしてほしいという意向が表れている。では、申請内容につ

いて傾向を見ていきたい。 

 
出所：国土交通省提供資料（平成 28 年 12 月 9 日現在）より 

※１：申請一件あたり複数項目に対して許可承認する場合がある 

資料 1.7.1 項目別許可承認状況 

飛行申請件数のなかで多数を占めた項目は、人口集中地区（ＤＩＤ）上空での飛行等に係るもの
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や空撮等を目的とするものが多数を占めているという傾向にある。 

 

 
出所：国土交通省提供資料（平成 28 年 12 月 9 日現在）より 

資料 1.7.2 目的別の許可承認状況 

 

目的別に許可承認状況をみてみると、空撮での申請が多い。ただし、注意点がひとつある。農薬

散布では、農水協の一括申請となっており、複数案件をまとめたうえで申請を行っているため、申

請件数は少なくなっている。 

 

 
所：国土交通省提供資料（平成 28 年 12 月 9 日現在）より 

※許可等の際に確認したもの 
資料 1.7.3 保険加入状況  
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2.1 ドローンの利用が期待される分野 

以下は、各分野におけるドローンの用途をまとめたものである。 

 

農林水産業 農薬散布 
（肥料散布、種まきなど） 

点検 橋梁・トンネル点検 

精密農業 ダム点検 

水産業 鉄塔・送電線の点検 

林業 ソーラーパネル点検 

害獣対策 屋根点検 

土木・建設 工事進捗 ビル壁面点検 

土木測量 倉庫工場 設備点検 

建築測量 部品・商品搬送 

空撮 映画・ドラマ・CM などの 
商業空撮 

在庫管理 

観光空撮 鉱業 鉱業 

不動産空撮 計測・観測 地図情報収集 

ニュース報道 環境モニタリング 

スポーツ報道 保険 損害保険 

搬送物流 通常搬送（拠点間・個別） エンタテイン
メント 

ドローンレース 

緊急搬送 通信 基地局 

防犯監視 不審者侵入監視 公共 現場状況把握 
（事件・災害状況把握） 

巡回監視 被害状況調査 
（自然災害・人為災害） 

イベント監視 捜索活動 

資料 2.1.1 ドローンの利用分野一覧 

ドローンの用途は多岐にわたっている。現状、ビジネスとして考えられるだけで 13 分野(36 項

目)以上あり、用途の広がりをみせている。次節から各分野別に現状や活用事例、分野特有の課題、

技術的及び社会的な課題と今後の展望についてまとめる。 
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2.2 農林水産業 

農業分野では、ドローンの利用は大きく分けて「農薬散布」、「精密農業」のふたつにわかれる

（そのほかには肥料散布や種まきなどもある）。 

精密農業も生育観察レベル（空撮見回り）程度から植生解析（植物の健康状態、病害虫の発生状

況など）まで幅広い用途が考えられる。 

水産業は、赤潮被害対策などにドローンを活用する可能性がでてきている。 

林業は、里山保全管理や森林資源の利活用に向けた、ドローンによる森林調査が進められている。 

害獣駆除は、イノシシやシカなどが人里に下りてきて、農作物に被害を与える事態が各地で生じ

ており、その生態把握にドローンの活躍が期待されている。 

■ロードマップ 

 

■課題と今後の展望 

農林水産業における、日本特有の課題としては、ふたつの視点がある。 

農業現場が抱える課題と農業の産業化に向けた課題だ。 

まず、農業現場が抱える課題として、就労人口の減少、ひとりあたりの管理農地面積の増大、そ

れに伴う新規就農者に向けての知の伝承手段がないこと、海外への輸出を見越した「見える化（農

薬量の話など）」が求められているのが現状である。 

農業の産業化は、政府が掲げる施策であるが、農業が産業化するためには他の産業と同様に、情

報システムの活用が進められなければならない。 

その課題解決のために、「農業現場」に対しては、ドローンによるデータ収集をしたうえで分析

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

農薬散布

精密農業

水産業

林業

害獣対策

普及期 発展期黎明期

発展期普及期

普及期黎明期

普及
期黎明期 発展

期

普及期 発展期黎明期
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し、自動化して農薬や肥料の散布を可変（適切なところに適切な量をまく）で行い、効率化を図る

取り組みが進められている。また、ドローンを活用することで、今まで人が経験と勘で行っていた

作業の暗黙知を形式知化し、経験者の知の伝承手段を図ることができるだろう。 

農業の産業化という点では、いつどんなものがどのくらい生産物として納められるかといった農

作物の情報化への寄与や、生産過程における「見える化」が進むことが期待される。 

2.2.1 農薬散布（肥料散布、種まきなど） 

■現況 

日本国内では農薬散布において、1990 年代から産業用無人ヘリが利用されていた。2016 年 4 月

農林水産省がドローンでの農薬散布のガイドライン「空中散布等における無人航空機利用技術指導

指針」を定めており、本格的に開始されている。 

■ドローン活用のメリット・特長 

 ・労働負担の軽減（ひとりでも手軽に作業が行える） 

 ・健康被害の軽減（人による散布での農薬の吸い込みが無くなる） 

・（従来の産業用無人ヘリと比較して）機体コストの低減および操作のしやすさ 

 ・（従来の産業用無人ヘリと比較して）作業の効率化 

■主なプレイヤー 

・ハードウェア 

 ヤマハ発動機、DJI､エンルート、TEAD、自律制御システム研究所、クボタなど 

・サービス 

 ドローンオペレーターなど農薬散布を請け負う事業者 

■課題 

① 分野特有の課題 

 ・機体及びサービスのコスト負担 

 中小規模の農家がコストをかけてドローンを使用し散布するのと、人の手で散布するのとを比

較して、かかる費用に効果が見合うかが課題である。日本の農家の一戸当たり経営耕地面積 1

が都道府県平均 1.69 ヘクタールと言われており、人が散布作業を行うのとドローンでの作業

のコストを対比することになる。 

また、散布時期が重なるため、農家同士の機体のシェアリングも難しい。 

② 技術課題 
                                                        
 
 
1 農林水産省, http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/10.html 
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3.2.2 エナジー・ソリューションズ 

■企業概要 

会社名 エナジー・ソリューションズ株式会社 

URL http://www.energy-itsol.com/ 

所在地 東京都千代田区二番町 3-10 白揚ビル 2F 

設立 2010 年 2 月 18 日 

資本金 8,120 万円（資本準備金 2,520 万円） 

代表者 代表取締役社長 森上 寿生 

事業内容 ・再生可能エネルギーの導入、運用、管理に関するソリューションシステムの開

発及びサービスの提供 

・エネルギーマネージメントに関するソリューションシステム、スマートハウス

総合支援サイトの開発及びサービスの提供 

・PPS 事業に関するソリューションシステムの開発及びサービスの提供 

・太陽光発電システム設置者を対象としたクラブ、基金団体及び事務局の運営 

・環境保全に寄与する新エネルギー関連商品の取扱い及びサービスの提供 

社員数 20 名 

■概要 

・太陽光発電所に設置されているソーラーモジュール全数を、赤外線カメラを搭載したドローンを

利用した検査を行うサービス「DroneEye（以降、ドローンアイ）」を提供している。 

・ドローンを利用して撮影した画像を、クラウドへアップロード。従来、数日かかっていた検査を

短時間で検査可能。即時に検査報告書を提供する。 

■直近 1年間のドローンに対する取り組み 

2016 年 4 月 ドローンを活用したソーラーモジュール検査システムのプロトタイプを

開発 

 9 月 ドローン＆クラウドソーラーモジュール IR（赤外線）検査サービス「ド

ローンアイ」を提供開始 。同時にドローンアイ FCパートナー制度を開始。 

■サービス開始の背景 

 平成 29 年 4 月 1 日に施行される「再生可能エネルギー特別措置法」の改正（以降、改正 FIT 法）

により、再生可能エネルギー（太陽光など）における「事業実施中の点検・保守や、事業終了後の

設備撤去などの順守」が義務化された。同時に保守点検やメンテナンスの重要性が指摘されだして

いる。改正 Fit 法では、保守メンテナンスが義務化されており、そのなかのガイドラインの一つに

赤外線カメラで撮影した画像による点検項目がある。また、事業者は、定期検査の報告書も所持し
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ていなければならない。そうしたニーズに応えるサービスとして、ドローンアイを提供している。 

■サービスについて 

（１）サービス名：DroneEye（ドローンアイ） 

（２）サービス開始時期：2016 年 9 月 

赤外線カメラを搭載したドローンを飛行させて、上空から発電所内の太陽光パネルの熱分布画像を

撮影。撮影画像から、不具合が生じている箇所を特定したうえ、発電事業者や運用や保守点検を行

う O&M サービス事業者 10などの顧客にレポートを提出する。 

 
出所：エナジー・ソリューションズ、ウェブサイトより 

（http://www.energy-itsol.com/service/droneeye.html） 

資料 3.2.2 ドローンアイの概要  

（３）ドローンアイの特長 

①短時間で検査、その場で検査結果を確認し対応が可能 

・赤外線カメラ搭載ドローンを使用、モジュール検査は 2MW メガソーラーあたり約 15～20 分程

度で可能。 

・赤外線画像を現場で解析できるため、すぐに対応できる。 

                                                        
 
 
10 オペレーション＆メンテナンスの略称, 施設オーナーに代わってオペレーション業務、維持管理業務を行う事業 
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4.1 ドローンユーザー向けサービスとは 

本章は、株式会社 CLUE 執筆した『世界のドローンビジネス調査報告書 2017』（2016 年 12 月

15 日発売）に掲載した内容の一部を再編集したものである。 

海外では、すでにドローンの利用に特化したサービスが立ち上がりはじめている。例えば、操縦

者と企業のマッチングサービス、空撮映像のマーケットプレイス、航空可能な地図情報を提供する

サービス、長時間運用を実現する充電システム、飛行航路の最適化を行うサービスなどがある。そ

の他にも、ソフトウェアやクラウドサービスなどの領域でビジネスモデルを構築する企業などがあ

る。今までのインターネットのビジネスと同様にドローン関連のビジネス分野でも広がってきてお

り、多種多様なビジネスが出現してきている。 

 

サービスの種類 内容 

空撮マーケットプレイス 企業と操縦者のマッチングを行う 

データ管理サービス  空撮データや機体情報の管理 

データ加工サービス 撮影画像を 3D モデルなどへ加工する 

ソフトウェア 画像解析ソフト 

ベースステーション  着陸や充電可能な簡易的な基地を提供する 

画像・空撮販売用マーケットプレイス 空撮画像や動画を販売するプラットフォーム 

ナビゲーションアプリ  ドローン専用地図などの提供 

資料 4.1.1 様々なドローンユーザー向けサービス 
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