
平成29年度 
「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」 
②無人航空機の運行管理システムの開発及び衝突回避技術の開発 
（1）無人航空機の運航管理システムの開発 
  4）情報提供機能の開発 

 

無人航空機の安全航行のための空間情報基盤の開発 
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１．開発内容・スケジュール 

1 

• 世界で類を見ない無人航空機専用の3次元地図データベースと提供機能を開発 

• 多様な情報を収集し、地図上に統合する情報統合システムと提供機能を開発 

• 福島RTF等での各種飛行実験への「３D可視化マップ」を提供 
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１．開発内容・スケジュール 

研究開発項目 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①3次元地図データベー
スの開発 
 
 
②地図データベース提供
機能の開発 
 
 
③情報統合システムの
開発 
 
 
④更新技術の開発 
 
 
 
⑤飛行実験による検証・
評価 

平成29年度～30年度の 
2か年でシステム開発を完了 

平成31年度は飛行実験による評価
と事業化の準備 
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２．平成29年度当初の研究開発計画・実績 

• 開発計画に対して、予定通り進捗。 
来年度に予定していた地図更新技術の開発を前倒しで着手。 
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研究開発項目 平成29年度開発計画 実績 

①無人航空機専用の3次
元地図データベース
の開発 

 

• 要件定義、共通仕様策定 
• 出典情報の収集 
• プロトデータ開発に着手 
 

• 要件定義を実施し、各地物のデータ定義
を完了 

• 福島RTFの設計図面や障害物情報、気象
情報、電波情報等の収集を実施済み 

• 3D地図整備用ビューアや障害物情報の取
り込みツールの開発を完了 

②地図データベース提
供機能の開発 

• 要件定義の完了 
• 設計の完了 
• 提供機能開発に着手 

• 要件定義を実施し、地図提供DAL設計書
の作成を完了 

• 2D地図背景、3D地図背景、住所データ取
得機能を開発完了 

③情報統合システムの
開発 

• 要件定義の完了 
• 設計の完了 

• 要件定義を実施し、IFの設計に着手。 
• 本年度中に地図データ描画のIF設計書の

作成完了見込み 

④3次元地図データベー
スの更新技術の開発 

（平成30年度より着手） • ドローンを利用した地図更新技術の要件
定義に前倒しで着手。来年度早々から地
図更新実験を予定 
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３．平成29年度の研究開発成果・課題 
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【成果1】地図の素材となる各種情報の網羅的な収集を完了。 
電波情報に関しては、南相馬市・浪江町でドローンを飛行させ情報収集を実施。 

【成果2】データベースの整備に必要なツール開発を完了。 
【成果3】当社データベース仕様を軸にISOへのNP提案の素案を作成。国内委員会での提案承認 

【課題】実用化に向けた整備コスト試算や更新頻度・精度管理等の運用ポリシーの作成 
【対策】ポリシー策定に向け、来年度に予定していた更新技術の開発検討に着手 

①無人航空機専用の3次元地図データベースの開発 

図：福島RTFの当社地図DBへの反映 

福島県、南相馬市から福島RTFの設計図面を入手。東日本大震災の地殻変動による位置ズ
レを補正し、当社の地図データベースに反映を実施 

図：福島RTFの設計図面（CAD） 
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参考：収集完了済みデータの一覧 

データ名 概要 分類 入手先 

標高データ（DEM） 5mメッシュ解像度の地表面の標高値。 地図・地形 国土地理院 

標高データ（DSM/DTM） 最大30cmメッシュ解像度の地表面等の標高値。 地図・地形 NTTデータ 

鉄塔位置・高さデータ 鉄塔の中心位置座標および地表面からの高さ。 障害物情報 NTTデータ 

建物高さデータ 建物の地表面からの高さ。 障害物情報 NTTデータCCS 

設計図面（CADデータ） 福島RTFの構内道路や構造物の設計図。 障害物情報 福島県、南相馬市 

広告看板設置位置 コンビニ等の屋外広告看板の設置位置及び高さ 障害物情報 南相馬市 

防災スピーカー設置位置 防災無線スピーカの設置位置 ※高さは実地調査を予定 障害物情報 南相馬市 

気象データ 空中の風速、風向や雨量、雲量、視程距離等。 動的情報 ウェザーニューズ 

有人機データ ドクターヘリの飛行位置。（本年度はサンプル入手） 動的情報 ウェザーニューズ 

人口統計データ 携帯電話GPSの位置情報を統計化した滞留人口。 動的情報 ゼンリンデータコム 

LTE電波強度データ 空中のLTE電波強度の実測値。 動的情報 NTTドコモ、KDDI 

人口集中地区（DID） 航空法に基づき飛行申請・許可が必要となる空域。 規制エリア 総務省 

空港・飛行場・ヘリポート 航空法に基づき飛行申請・許可が必要となる空域。 規制エリア 国土交通省 

無人航空機等禁止法エリア 霞ヶ関周辺の国の重要機関上空の飛行禁止空域。 規制エリア 警察庁 

5 

※上記以外にも猛禽類の生育分布やイベント開催エリア等、飛行安全に係る情報の入手方法を継続的に調査中 
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参考：電波計測実験＠南相馬市 

 実施概要 
 目的：3D電波マップの素材となる 

              LTE電波強度データの収集 

 期間：平成30年2月1日～4日（NTTドコモ） 
   平成30年2月13日～16日（KDDI） 

 実施主体：ゼンリン 

 実施協力：南相馬市、NTTドコモ、KDDI 

 計測手法：電波計測機器を積載したドローンによる飛行 

 計測仕様：地上25m、75m、125mの3高度の電波計測 

 実施場所：南相馬市（福島RTF周辺）、浪江町（滑走路周辺） 

 利用機体：ACSL PF1、プロドローン PD4 

 

 計測結果を現在、集計・統計処理中 

 最小500mメッシュ内の電波強度を 
3高度別5段階で表現予定。 
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ACSL PF1 

機体の下に、電波計測機
器を取り付け 安全機構としてプロペラ

ガードを装着 
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参考：3次元地図データベースの概念モデル 
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0m～  Ground Map 

～100m  Obstacle Feature 
Information 

～150m  Regulation Area Information 

0m～ 
150m  

Dynamic Data 
Information 

地物 

飛行規定エリア 

気象情報 

地形 

情報の種類 定義 具体例 

Dynamic Data  時間とともに変化する事象や
移動する対象物に関する情報 
突発的に発生する事象に関す
る情報 

気象観測データ（風向・風速・雲量・視程）、機体データ（衝
突回避）、電波強度データ、GPS強度データ、交通ビッグデー
タ（人・クルマの集積状況）、規制情報、鳥類（猛禽類）情報、
センサー取得情報 

Regulation 
Area  

ドローンの飛行が規定される
エリアに関する情報 

人口集中地区、公共エリア、空港周辺、自衛隊基地、原子力発
電所、政府施設、外国公館、飛行可能空域、飛行許可空域 

Obstacle 
Feature  

飛行障害物に関する情報 送電鉄塔、高圧線、配電柱、配電線、変電所、発電所、高層ビ
ル、タワーマンション、工事クレーン、スタジアム、工場、樹
木 

Ground Map 地図情報 ドローンポート、緊急着陸地点、地形（河川、山、道路）、計
測対象物（橋梁、道路、建設現場、農地等） 

※飛行領域に関する高さは各国の規定に準ずる 
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３．平成29年度の研究開発成果・課題 
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【成果】機能設計を完了し、2D／3D地図背景、住所データ取得機能を開発 

【課題】実サービスを考慮した多様な地図フォーマットへの変換プログラム開発が必要 
【対策】来年度の開発計画にサービス用DBの設計・開発を追加 

②地図データベース提供機能の開発 

図：3Dオブジェクト格納仕様（抜粋） 図：データフォーマット（抜粋） 
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【成果1】システム構成、機能要件を定義し、IF設計を完了。 
【成果2】地図描画検証用のプロトタイプアプリを開発（本年度中に完了見込み） 

３．平成29年度の研究開発成果・課題 
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③情報統合システムの開発 

【課題】気象等のダイナミックデータの処理速度を考慮したIF設計 
【対策】各データの特性を考慮したデータ変換及び処理アルゴリズムの開発 

No. 中分類 機能名称 
1 モード切替 ２D／３Dモード切替 

２ 

地図ウィジェット 

表示位置 

3 ズームレベル 

4 方角設定（ヘディング角） 

5 
光源設定 

光源の方向 

6 光源の色 

7 チルト設定 チルト（ピッチ）角設定 
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地図制御 

ドラッグによる地図の移動の有効化／無効化の制御 

9 ドラッグでの地図回転の有効化／無効化の制御 

10 キーボードショートカットの有効化／無効化の制御 

11 ダブルクリックによるズームの有効化／無効化の制
御 

12 タッチによるズーム、の有効化／無効化の制御 

13 タッチのピンチイン／ピンチアウトによるズームの
有効化／無効化の制御 

14 タッチによる回転の有効化／無効化の制御 

15 

地図情報 

地図の縮尺レベルを取得 

16 配列として指定された地点が全て表示できる最適な
縮尺レベル、中心点の緯度経度を取得 

17 クリックした地点の緯度経度を取得 

18 クリックした地点の緯度経度を取得 

19 地図の中心点の緯度経度を取得 

図：クラス詳細設計（処理フロー図） 図：IF一覧（抜粋） 



  ZENRIN CO., LTD. All Rights Reserved. © 

３．平成29年度の研究開発成果・課題 
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【成果】試験的にドローンによる地図の素材収集を開始 

【課題】必要となる地物・属性情報や変化点情報の自動抽出 
【対策】AI/ディープラーニング技術等の適用可能性の検討を開始 

④地図更新技術の開発 

図：試験導入した機体 
（上：ACSL PF1-Survey、下：DJI M210-RTK） 

図：試験飛行による3次元モデルの収集結果 
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４．平成30年度以降の研究開発実施内容 

• 平成30年度は当初計画に加えて以下2項目の追加開発を実施。 

 サービス用DBの設計・開発 

 データDL機能（API）の設計・開発 
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研究開発項目 平成30年度開発計画 平成31年度計画 

①無人航空機専用の3次
元地図データベース
の開発 

• プロトタイプ開発の完了 
• (追加)サービス用DBの設計・開発

の完了 

（平成30年度で完了） 
※一部、データ更新を実施 

②地図データベース提
供機能の開発 

• 機能開発の完了 （平成30年度で完了） 
※バグ改修対応は実施 

③情報統合システムの
開発 

• API開発の完了 
• (追加)データDL機能の設計・開発 
• DRESSプロジェクト参加者への仕

様書/API公開 

• システム保守・管理 

④3次元地図データベー
スの更新技術の開発 

• 要件定義の完了 
• 更新技術の調査・実地検証 
• 運用モデルの策定 
• 更新実験による評価 

• 更新実験による評価 

⑤飛行実験によるシス
テム検証 

• FIMS、UASSPとの接続試験 • 飛行実験へのAPI提供 




