
ドローンにおける遠隔地への映像配信と
その活用方法



■ 自己紹介

エアロセンス株式会社
受託開発部 プロジェクトマネージャー
技術開発部 ソフトウェアエンジニア
岩田 啓介

基本的には、
組み込み系ソフトウェアエンジニア。

最近はソリューションや
サービスの構築を考えることが好きです。

IoTでおいしい枝豆を育てたいと思って
精密農業システムを妄想している40代
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■ エアロセンス株式会社 について

私たちは
最先端のドローン、AI、クラウドで変革をもたらし
現実世界の様々な作業を自動化していくことで
社会に貢献していきます。

エアロセンスは、ソニーとZMPの合弁会社として設立された、国産ドローンメーカーです。



そもそもドローンって
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YouTubeのアドレスはコチラ



■ ドローンの種類と活用範囲

【ドローンの種類】
・マルチコプター
無線/有線

・固定翼
VTOL

【産業用ドローンの活用範囲】

農業
測量
点検
物流
災害現場・動画撮影
工事現場・動画撮影
イベント・動画撮影



Copyright 2020 Aerosense Inc. ALL Rights Reserved.



電池切れの心配なく、
8時間以上飛行できる
（発電機 or 外部電源）

4Kカメラの映像を
光複合ケーブルで
高品質のまま地上で確認できる

ドローンとカメラの制御も有線
で行うため、現場の無線状況に
関わらず運用できる

■ 有線ドローンの特徴

【光複合ケーブル】
・電力供給
・4K映像伝送
・制御通信



AS-VT01



マルチコプターのように、
ホバリングし垂直離着陸
できる

固定翼機（飛行機）のよ
うに、翼の揚力で水平飛
行できる

垂直離陸

遷移

水平飛行

遷移

垂直着陸

運用イメージ

■ VTOL（固定翼）ドローンの特徴



■ ドローンのシステム構成

自動飛行

地上側システム UAV側システム

飛行経路生成

運航管理

通信 センサ

フライト
コントローラ

オンボード
コンピュータ

ペイロード

マニュアル飛行・カメラ用
コントローラ

通信



閑話休題：無線の上空利用



■ ドローンの無線に関する法規制

一般的に、ドローンの制御通信とテレメトリは2.4GHzのISMバンドを利用

いわゆるWi-Fiの5GHz帯の上空利用は不可。

LTEの上空利用には制限がある。（キャリアによる実用化試験局の申請が必要）

ライセンスバンド アンライセンスバンド

周波数帯
LTE（4G）

800MHz～2GHz帯
5.7～5.8GHz帯 920MHz 2.4GHz 5GHz帯

5.2GHz 5.3GHz 5.6GHz

上空での
利用

▲（要申請） 〇（要免許） 〇 〇 × × ×

用途
映像
制御

テレメトリ
FPV（映像） テレメトリ

映像
制御

テレメトリ
― ー ー



有線ドローンによるソリューション

遠隔地への映像伝送について①



＝こどもの見守りドローン＝

▼ 朝と夕方の通学時間帯のみ、通学路に向けて1時間程度ドローンを飛行させます。
▼ ドローンが上空に上がるだけで監視していることをアピールし防犯効果を期待できます。

遠隔からの映像確認

■ （ソリューション例） 有線ドローンによる移動式監視カメラ



＝災害発生状況監視ドローン=

▼ 近づきにくい場所、被害の状況を30倍4Kズームカメラで状況を把握します
▼ 変化する被害状況をリアルタイム動画で確認可能とし、対応の意思決定を支援します

遠隔からの映像確認
→的確な避難指示
→復旧工事の優先度指示

■ （ソリューション例） 有線ドローンによる移動式監視カメラ



■ ドローンにおける映像の遠隔配信システム①

遠隔地
AS-MC03-W2（有線ドローン）

HDMI

【映像を確認する機材】

ネットワーク接続
有線or無線LAN

or

ベースステーション

【映像を送信する機材】

光ケーブル
・4K映像

30倍ズーム
4Kカメラ

外部電源

LAN or無線Network回線

エンコーダー



■ ドローンにおける映像の遠隔配信システム①

Amazon Kinesis
Video Streams

Kinesis Video Streams
WebRTC JS SDK

Kinesis Video Streams
WebRTC JS SDK

シグナリングシグナリング

リアルタイム動画のストリーミング

レイテンシ：〇
解像度：FHD>
FPS：30



Amazon Kinesis
Video Streams

Kinesis Video Streams
Producer SDK

HTTP Live Streams

4K
エンコーディング

■ ドローンにおける映像の遠隔配信システム①‘

レイテンシ：△
解像度：4K（？）
FPS：10～30（？）



VTOLにおけるソリューション

遠隔地への映像伝送について②



■ ドローンにおける映像の遠隔配信システム②

ドローン映像及び位置を伝送し、コントロール端末で
運行を確認する。セルラー回線とインターネットを介した遠隔制御

セルラー通信
映像・制御・テレメトリ

A地点

2.4GHz通信
制御・テレメトリ

サーバー※

インターネット

ネット接続

接続

接続

セルラー通信
モジュール

北海道当別町での実証実験事例



課題：FPVと制御通信の両立
リアルタイム性
目視外飛行の要件

■ ドローンにおける映像の遠隔配信システム②

Amazon Kinesis
Video Streams

Kinesis Video Streams
WebRTC C SDK

Kinesis Video Streams
WebRTC JS SDK

シグナリングシグナリング

リアルタイム動画のストリーミング

制御信号の通信

テレメトリの通知

データチャネル



空から捉えるIoT



今後のドローン活用とIoT

動画に限らず空からのセンシングデータは増える

・クラウドAIの活用 … 動画解析

・ドローンの運航管理 … AWS IoT

■ AWSを利用したシステム構築



ご清聴ありがとうございました
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