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1.はじめに 

1−1．研究の背景と目的 

近年、電動垂直離着陸機(eVTOL = electric vertical takeoff 
and landing aircraft)という空を使った新たなモビリティのコ

ンセプトが成熟し、科学技術の進歩によって世界中で実現

に向けた研究開発が進められている1)。(以下このモビリテ

ィをeVTOLと呼ぶ。) eVTOLの主要な用途の一つに、都

市における新たな公共交通手段が挙げられ、都市内の上空

を高速で中長距離移動できる大衆的なモビリティとしての

積極的な展開が期待されている。日本では、その社会実装

に向け、経済産業省と国土交通省が中心となって「空の移

動革命に向けた官民協議会」が結成された。eVTOLを電動

垂直離着陸型無操縦者航空機と整理した上で、導入に向け

たロードマップを作成した他、協議会の各関係者が日本に

おけるビジネスモデルを考案し議論を行っている2)。 

一方、Uber(2016)3)を皮切りに数は少ないものの、技術開

発の研究に加え、eVTOLの社会実装についての研究も進め

られている。Fadhil(2019)は、GISを使用して離着陸場イン

フラの立地を需要面から分析した他4)、Vascik(2018)は社会

実装のハードルの中でも、航空管制、地上インフラ、騒音

の３つが大きいことを指摘し 5)、需要と既存インフラの強

みを持つロスアンゼルスでのケーススタディを行った 6)。

NASA が委託したコンサルタントの市場調査でも都市内で

の地上インフラの課題が指摘されており 7),8)、主に離着陸

場の問題において、都市計画が関係を持つ部分となってい

る。

本研究の目的は、eVTOLを大衆が利用可能とするモビリ

ティとして都市に導入するにあたり、①日本における

eVTOL 大衆利用の前提条件を整理した上で、②東京圏のケ

ーススタディを通して離着陸場の配置計画の考え方を整理

し、③新たなモビリティ eVTOL の受容にむけて今後都市

計画として対応すべきことを明らかにすることである。 

1-2. 研究の構成と方法 

まず、第 2 章では、従来の空のモビリティを参考に、

eVTOLと都市の関わり方を整理し、社会実装のために都市

計画が果たす役割について整理した。 

次に、第3章から第5章で、eVTOL離着陸場配置計画の

方針を検討した。第3章では、離着陸場配置計画の前提条

件を整理し、第4章では、導入時期を区分して、地域の特

性に着目した各時期の離着陸場配置計画の方針をまとめた。

第5章では、eVTOLの普及によるライフスタイルの変化の

可能性に言及した。これらは、複数の事業者へのヒアリン

グやヘリポートの現地見学、東京消防庁への情報開示請求

等による情報収集および各種地理情報の重ね合わせによっ

て行った。 

第6章では、以上に基づき、eVTOLの社会実装に向けた

都市計画の役割と離着陸場配置計画の必要性を整理した。 

2. eVTOLと都市・都市計画

2-1. eVTOLの位置付けと社会的意義

1960年代以降、世界や日本各地において都市内を空で移

動する公共交通手段としてのヘリコプター利用が模索され

てきたが、その多くが断念され、現在は富裕層向けの限定

的な旅客輸送にとどまっている。これはヘリコプターの騒

音・就航率の低さ・運航コスト・安全性等に起因するもの

であり、特に騒音面で都市内部では受け入れられなかった。

eVTOLは、そのコンセプトにおいて、これらヘリコプター

の欠点を解決し、市街地にも受け入れられる中距離の移動

手段としての実現できる可能性が高いとされている6)。 

eVTOLは、実際の運用形態がまだ明確に定義が定まって

電動垂直離着陸機 eVTOLの離着陸場配置計画の必要性とその考え方
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いるわけではないため、複数の文献 7),8)を参考にし、本研究

では、1〜9人用の機体に乗って、時速200km程度で数十キ

ロから数百キロの離着陸場間を高速で移動できるモビリテ

ィであるとする。飛行時間に加え、搭乗時間や出発地点と

離着陸場間の移動時間等が必要なため、数十キロを超える

と大幅な時間短縮が可能となる。乗り換え時間と1台当た

りの搭乗人数を考慮すると、輸送能力は最大数千人/時間

程度と低い。機体の値段は数千万円程度で、輸送サービス

の値段は１km当たり1人100円〜400円程度と推測されて

おり、大衆が毎日使えるようなものではない3)、7)。以上か

らeVTOLは、地上の渋滞解消や地方の交通手段に打って変

わるようなものではないことが分かる。

日本における公共交通としての導入は、人口の絶対数の

多さから東京圏をはじめとする大都市圏がメインとなると

考えられる。成田・羽田空港等の空港アクセスを中心に都

市間や都市圏での拠点間移動の用途など収益性のある用途

から、地方部や離島・過疎地においては交通の足の代替と

しての公共性の高い用途まで考えられる。ただし、地方で

の採算性を確保するためには、観光等の他用途と組み合わ

せることが必要であることも指摘されている1)。 

最後に、懸念事項として挙げられる自動運転との比較に

おいては、米国での意識調査により、空港アクセスと都市

間移動の用途では eVTOL に選択優位性があることが示さ

れていることから7)、その存在価値が示される。 

以上から、多くのハードルを乗り越えて都市へ導入する

社会的意義としては、都市での課題解決の一旦を担うこと

に加え、eVTOLが新たな移動の選択肢を生み出すことが出

来る可能性があることが整理された。 

2-2. 従来の空のモビリティと都市の関わり 

eVTOL の社会実装を考える上で、まず従来の空のモビリ

ティについて、受容されるために都市計画が対応してきた

手法の整理と社会受容に必要な要素の整理を行う。

土地利用計画において空港を扱う手法としては、地域地

区などの都市計画決定、都市計画マスタープランを含めた

法定・非法定の計画・方針の策定がある他、航空機の騒音

をさらに配慮するために、空港周辺の住宅立地規制や公園

等の整備が進められてきた。また、離着陸直下経路におけ

る建築物の高さ制限、都市インフラの整備としての航空障

害灯の設置義務が存在する。 

社会受容のためには、設置プロセスにおいて、公聴会や

事前の説明会などの市民との意見交換の場や、自治体の条

例に基づく環境アセスメントの手続きも必要である(1)。航

空機騒音の規制法に加えて、基準は存在しないものの、住

民との協議によって、住環境を維持するために離着陸回数

や離着陸のルートの取り決めを行っている。 

また、生活者と利用者の視点においては、利便性や公共

性などのプラス面が、騒音やリスクなどマイナス面より大

きい場合にのみ、社会や周辺住民に受け入れられるという

こと、それでも導入に反対する人は一定数存在することに

配慮しつつ、制度によって受容を進めていくことが求めら

れることも整理された。 
以上から、ヘリコプターなどの従来の機材ほどではない

が、騒音を出してしまう eVTOL においても同様の検討が

必要であることがわかる。 

2-3.eVTOL導入における都市計画の必要性 

これらから、eVTOL導入においては、ヘリコプター等の

既存交通手段との比較を通じた需要分析・運航サイクル・

料金・騒音等の考察が必要であることに加え、社会実装の

ためには、土地利用計画と施設配置計画を根幹とする都市

計画の手法を用いて、住民や利用者を考慮した離着陸場等

の問題に取り組む必要があることがわかる。この都市計画

の手法は、単なる技術では解決が難しい要素（一般住民の

世論や信頼、eVTOL の費用対効果、経路直下の住民や離着

陸場の周辺住民の心理的不快感、不安や物理的なリスク、

利便性）を考慮して、社会受容が進む方向に貢献すること

ができる。

なお既存のヘリコプターの離着陸場については、各地域

に配置された防災と救急用専用の離着陸場を除き、 

旅客輸送の用途において、ほとんど都市計画との整合は図

られていないことがヒアリングから明らかになっている(2)。 

3. 都市における離着陸配置計画の前提条件の検討

3-1. 手法の設定 

eVTOL 受容で求められる都市計画の手法を具体的に考

慮するために、１章で課題として挙げられた離着陸場に特

に着目し、施設配置計画策定のための前提条件を設定する。 

まず、eVTOLの離着陸場については、ヘリコプターに準

ずる場所の利用から始まるため、日本においてヘリコプタ

大きな分類 詳細 概要 立地 一都三県の数 課題

公共ヘリポート 1

非公共ヘリポート 12

一般場外離着陸場 特別許可で常用化も可能
病院屋上、河川敷、ゴ

ルフ場
数百程度

苦情により使用不可

情報公開制度

防災対応場外離着陸場 災害時のみ(地域防災計画） グラウンド、公園 1000程度 使用不可

滑空場 グライダー用 河川敷 10未満 商業利用

山岳・特例 特殊地域用 ー ー ー

飛行機の飛行場 空港(民間のみ） 基本飛行機用 住居少ない 3 民間のみ、運航制限

屋上緊急離着陸場 消防庁管轄のHマーク 高層ビルの屋上 60程度 ヘリポート化が必要

臨時離着陸場 緊急時は場所を問わない パイロット判断 ー 受け入れ体制

場外離着陸場

（航空法79条の

但し書き）

幹線道路

河川・湾岸沿い

設置のハードル

手続きの不透明さ

その他(81条2)

ヘリコプターの

飛行場
飛行場として設置

表-１ ヘリコプターが離着陸可能な場所と、eVTOLが使用可能性のある場所の分類
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ーが離着陸できる場所の現状について調査することとする。 

次に、社会受容のために、文献調査により離着陸場に関

わる技術的な要素を条件として設定する。離着陸場の大き

さ、機体の騒音の目安や仕様、航空管制など運用の形態な

どが含まれる。その結果、受容のために都市計画が考慮す

べき要件が明らかになる。 

その後、日本全体での普及を考えるために、対象地域に

ついては、実装の条件が厳しいかつ将来の市場性が大きい

東京圏を選定した。実証段階においては、地方部での導入

が見込まれるものの、騒音影響や住民の反対がほとんど存

在しない場所で使用されることが想定される 2)ため、今回

は対象としない。 

これらの条件から離着陸場の配置計画の方針策定を行う。 

3-2. ヘリコプターの離着陸場の現状と課題 

ヘリコプターの離着陸が可能な場所をまず整理した後

eVTOLが利用できる可能性のある場所について分析する。 

データとしては、国土交通省の公開データと東京消防庁か 

ら情報公開請求によって得られた情報を使用した。ヒアリ

ングついては、複数の民間事業者(運航者・コンサルタント・

ヘリポート所有会社等)、東京ヘリポートを管理する東京都、

規制当局である国土交通省に対して行った(2)。これらから

離着陸が可能な場所の種類分け、立地の特徴、数、課題に

ついて整理し、表-１にまとめた。eVTOLでの使用可能性が

ある場所を「ゴシック・太字」で示している。

3-3. eVTOLの離着陸場の要件設定

 先行研究を参考に、eVTOL の離着陸場に直接的に関わる

要素(離着陸場の定義、大きさ、形のコンセプト、必要イン

フラなど)を、日本の既存の規制や環境に合わせて、要件設

定する。そのために考慮が必要な、離着陸場に間接的に関

わる要素(運用形態、機体の大きさ、飛行高度・ルート・飛

行可能な空域、騒音の影響範囲、航空管制など)も要件設定

する。

まず、離着陸場の大きさの要件設定を考察する。

Fadhil(2019)は、eVTOL の離着陸場の大きさの基準として

直径19ｍを採用した4)。これは、世界基準を定める国際民

間航空連盟(ICAO)、米連邦航空局(FAA）等の各航空関係

規制当局のヘリコプターの基準や Uber(2016)3)等の先行研

究による eVTOL の基準の整理に基づく。しかしながら、

地上の離着陸場について実際の運用においては、騒音や風、

付帯設備等を考慮するとより広い敷地が必要であることが

ヒアリングで明らかになった。本研究では、国土交通省の

基準 9)を考慮して表-2の整理を行った上で、現存する公共・

非公共ヘリポートの状況から、安全地帯を含めた敷地とし

て必要な大きさとして、全長の２倍とする。開発されてい

るeVTOLのスペックを参考に4)、最大の全長全幅を15ｍと

設定し、離着陸場の大きさを直径30ｍと設定する4),6)

その他の要件としては、既往研究6),7),8),9)を参考に次のよ

うに定める。航空会社と同じように整備・運航を行う会社

が乗り合いタクシーのような形態でサービスを提供する。  

数百メートル以上の飛行高度で巡航し、既存の旅客機の経

路と分離され衝突することのないeVTOL用の専用空域（コ

リドー）を確保することで、既存の航空への影響を最小限

にした新たな航空管制が行われる。離着陸の際に必要とさ

れる地上の障害物については、ある程度の垂直離着陸が可

能な特徴を活かし、柔軟な経路設計が可能になるとして今

回は周辺事物の考慮を行わない。

また、騒音はヘリコプターより小さくなるが、将来に渡

って配慮が必要であるとする。 

3-4. 離着陸場の配置計画に係る要件の設定 

次に、4 章における離着陸場の配置計画の分析の前提条

件として、都市計画の制度を考える上で、考慮すべき点に

ついて表-3のように設定した。 

規制については、第一に社会受容のために、現状の航空

機騒音の規制法とは別に、4 つの住居専用地域での離着陸

場の設置と飛行の制限を設定することとする。また、騒音

や安全性のために、経路や離着陸場は、幹線道路・鉄道・

河川・湾岸沿いに設定することが推奨される他、教育施設

や病院などその施設の上空を避けるべき施設を設定する。

さらに、離着陸経路下の高度制限や離着陸場周辺の立地規

制の検討、土地利用上の離着陸場の位置付けの検討が必要

となる。 

一方で、将来の技術発展による規制緩和としては、社会

受容や利便性を考慮し、使用されていない公共用地の空き

地の活用、公共の既存ストックの利用、需要に基づき先述

した4つの用途地域における設置の例外が挙げられる。 

また、ヘリコプターの事例を参考にすると、eVTOL に、

離着陸場に求められる土木基準や空間基準、設置プロセス

の策定が必要であることも要件として挙げられる。 

4. 東京圏の離着陸配置計画方針の検討

4-1. 導入時期の区分

配置計画方針を立てるために、先行研究を参考に、導入 

時期を3つの段階に分ける10)。時期や方針、離着陸場の種

類、用途、利用者像、離着陸場の候補、社会受容の課題な

種類 機関・先行研究 離着陸帯
安全地帯を含めた

大きさ

ヘリ ICAO、EASA 全長 全長の２倍

ヘリ FAA 全長の1.5倍 全長の1.5倍+6m

ヘリ 国土交通省 全長全幅 全長/全幅+6m

eVTOL Uber elevate 115feet 200feet

eVTOL Fadhil(2018) 15m 19m

分類 概要 目的

規制 ４つの住居専用地域での設置飛行の禁止 社会受容・騒音

規制 上空飛行を避けるべき施設の設定 社会受容・騒音・安全

規制 周辺の土地利用規制 騒音、安全

緩和 公共用地・既存ストックの使用 利用促進

緩和 住居専用地域の特例 利用促進

要件 プロセスや設置基準の設定 社会受容・安全

表-3 都市計画で考慮すべき要件の設定 

表-2 ヘリコプターとeVTOLの離着陸場の大きさの整理 
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どを表-4として作成した。ここで示す導入時期は現状での

技術の進展を考慮した目安で、技術開発や法制度の整備、

社会受容の状況によって大きく前後する可能性も高い(3)。 

 

4-2. 初期 

初期においては、利用と用途が限られるため、複数の先

行研究も指摘するように、既存ストックの活用と新設の離

着陸場が挙げられる4)、6),11)。ヘリコプターが現状利用して

いて、eVTOLが利用できる可能性の高い場所が3種類存在

する。 

①公共用ヘリポート：空港と近い運用であり、高頻度の定

期路線の開設は難しいが、基本的に使用可能である。

②非公共ヘリポート：あくまで個人や法人所有であるため、

所有者との協議や周辺住民との離着陸回数の協議が必要で

ある。屋上の非公共ヘリポートでは、天候の問題で就航率

が下がるため、機体技術の向上が求められる

③場外離着陸場と呼ばれる航空法 79 条但し書きとして離

着陸できる場所（あくまで離着陸場ではないため、土地利

用では農地や空き地等に該当する）：国土交通省により離着

陸が許可されるが、慣例上、建物の屋上や、周辺住民から

の苦情がある場合は実質的に許可が降りない 
これらをプロットした図-1 からわかるように、23 区に

おいては、①〜③の場所の利用では5箇所程度しか存在し

ない。現状のヘリコプター運航においても、その数が少な

いことがヒアリングで明らかになったため、候補の可能性

となる場所を分析する。 

④地上：地上では空き地の活用が考えられる。現状の場外

離着陸場の立地を参考にしつつ東京都の土地利用現況調査

のデータを使用した。3章-4の条件を満たし、かつ直径50

ｍ以上(4)の場所が400箇所程度抽出され、次の5つに類型

化した。（図-2） 

ⅰ)河川敷：基本的に公共空間なため、営利目的の旅客運送

は現状不可能であるが、河川のオープン化による活用可能

性がある。河川敷を使用したグライダー用の滑空場も存在

するがこれは営利目的での利用ではない。 

ⅱ)資材置場等の仮利用：周囲に住宅が少ない地域が多く

可能性が高いが、アクセス性が悪い。空き地であっても土

地所有者との合意が問題である。 

ⅲ)平面駐車場：従来駐車場として利用しており、当初は、

住民受容や、使用時は十数台以上の場所が使用できなくと

なることが課題として挙げられる。実際に緊急時の離着陸

場や場外離着陸場として、利用の実績がある。 

ⅳ)空き地：開発を待つ暫定的な場所が多く実際に可能なの

は、湾岸部や河川沿いに限られる。 

ⅴ)農地：転用や一時利用が挙げられ、場外離着陸場として

の実績も存在する。都内においては数が少ない。 

表-4 eVTOL離着陸場の導入時期の3つの段階分け

 
段階 初期 中期 長期

時期の目安 2020〜2030 2030〜2040 2040〜2050

方針

・ヘリコプター

の既存ストック

利用と新設

・新たなルールに

基づく新設

・DID地区での網羅

的設置

・地方部への普及

・計画的な配置計

画の実現による大

衆化

離着陸場の種類
ヘリコプターに

準ずる

Vストップの広が

り、Vポートの登

場、Vハブの設置

3種類それぞれの計

画的配置

用途
空港アクセス

都市圏移動

空港アクセス

都市圏移動

都市間移動

空港アクセス

都市圏移動

都市間移動

地方移動

利用者
ビジネス・観

光・超富裕層
非日常利用 大衆

既存ヘリポート
Vストップ：初期に

加えた充実

Vストップ：地方部

にも配置

既存場外離着陸

場

Vポート：屋上に建

設

Vポート：配置計画

の実現

新設の空き地、

屋上ヘリポート

Vハブ：湾岸部に確

保

Vハブ：内陸への配

置

社会受容の課題
大義名分・安心

感の確立
騒音・安全性

過剰な使用による

諸問題

離着陸場の候補

図-2 ④の地上の候補場所の分布 

図-1 １都３県における①〜③の場所の分布 
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⑤屋上：屋上については、緊急離着陸場(H マーク)を持つ

民間ビルの屋上の利用が考えられる。緊急救助スペースと

して、多くのビルに設置されているRマークの場所は、着

陸を想定しておらず、床強度が足りないので使用はできな

い。ヒアリングによると、緊急離着陸場は着陸可能である

ものの、常用の離着陸場としての活用は考えられていない。

そのため、現状の法律では、①か②のヘリポート化が必須

であり、約数億円のコストや住民理解を得ることが必要で

ある。過去には、ホテルや企業ビルでヘリポート化が試み

られたが、住民反対により実現しなかった。

東京消防庁より情報開示請求で得られた東京 23 区の緊急

離着陸場のデータをGISで分析すると、敷設推奨の目安と

なる20階以上のビルの約5％に設置されており、民間所有

のビルに 52箇所、区役所の屋上に5箇所あることがわか

った。（図-3）高需要で必要性のある場所（例として大手町

や新宿）などで成功事例を作ることが普及のきっかけとな

る。ただし既存設備の改修には多額の費用がかかることか

ら、新設の高層ビルにおいて、離着陸場の設置を前提とし

た設計を行うことも検討する必要がある。

 

4-3. 中期 

中期においては、初期の離着陸場に加えてeVTOL用とし

て定義される離着陸場の設置が挙げられる。本研究では、

ヘリコプターの基準と Uber のコンセプト等 3),9)を参考に、

表-5のように3つコンセプトを持つ新たな離着陸場を定義

することとする。eVTOL用の1箇所の離着陸場として、「V
ストップ」、4機程度が同時に離着陸場に可能な「Vポート」、

整備拠点の「Vハブ」である。これらそれぞれについて検

討する。

①Vストップ：海外のアンケート結果 7)から、車で10分程

度での移動は許容される可能性が高いため、目安として

DID地区において2.5kmバッファに1つ設置することを検

討する。面積では23区では35箇所程度に該当する。3章-

4の条件を考慮し、国土数値情報のデータに基づく、鉄道、

幹線道路、河川、DID地区、前述の住居専用地域のデータ

を使用する。 

検討の結果、地域の特性に応じた次のような方針策定が

必要であることが明らかになった。 

ⅰ)中心部のビジネス・商業が集積している地域については、

ビル屋上の計画的な利用。 

ⅱ)東京に多く存在する湾岸部や大きな河川沿いでは、現在

利活用が制限されている河川敷や、公共用地の活用。 

ⅲ)内陸で住民が多い地域や、良好な住環境を維持するべき

地域においては、4 つの住居専用地域を外れているホーム

センターの駐車場が代表的な候補にあがる。しかしながら、

図-4で示すように、騒音を考慮すると需要があってもこの

ような地域には設置できないことが多い。

② Vポート：数は多くないが、都市内部の需要が高い場所

に設置される。１時間辺り 1000 人程度が利用できる場所

だが、現在の交通の代替手段としての需要ではVストップ

の設置で十分であり、事業が成長した中期以降に登場する

と考えられる。需要に応じて高頻度な運航を可能にするた

めに、屋上に複数の離着陸場を持つ eVTOL 専用の建物(屋

上が75ｍ四方以上)の計画的な配置が必要となる。 

③ Vハブ：主要空港のような整備拠点であり、運用する多

くの機体を駐機できる用地が必要となる。騒音と利便性を

考慮すると、湾岸部に用地の確保が必要であることが想定

され、例えば中央防波堤の一部や、空港アクセスとして頻

繁に使用が予想される羽田空港周辺の確保が望まれる。こ

のため、土地利用計画において、Vハブを位置づけ、用地

を確保する必要があると考えられる。 

①〜③をまとめた配置計画の一例として、図4を作成し

た。これにより、地域特性に応じて設置できる場所や、設

置すべきポートの種類、都市計画で確保するのが望ましい

場所が存在することが明らかとなった。 

分類 ① Vストップ ② Vポート ③ Vハブ

概要 １台が離着陸
複数台対応

専用建物
整備拠点

場所 各地 都心部 湾岸部

需要 少〜中 高 高

地上屋上 地上屋上 主に屋上 地上

時期 初期〜 中期〜 中期〜

作る意義 利便性の確保 需要に答える 事業化に必須

数の目安
2.5kmバッファ

に１箇所
10箇所〜 1箇所〜

課題

手続きの難しさ

投資コスト

安全性

建設コスト

安全性

騒音低減

用地の確保

ビジネス化

表-5 eVTOLの離着陸場の３つの分類 

図-1 １都３県における①〜③の場所の分布

図-3 東京23区を中心とした⑤の緊急離着陸場の分布 
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4-4.長期 

長期においては、多くの条件を満たすことができ、その

利便性が社会に受容された場合に、離着陸場の設置がより

促進される。機体の性能に合わせた小型の離着陸場の登場

や、工場・小学校などの跡地利用、駐車場や施設への併設

などが考えられる。規制緩和と需要の増加で、既存の土地

や建物の利用環境に縛られない配置が可能となるが、住環

境やインフラ投資の観点からは、過剰な配置を防ぐ計画的

な配置が必要である。 

地方部への波及として、公共性の高い地域拠点（鉄道駅

や港湾、道の駅など）から、観光地や個人の私有地まで様々

な場所での設置が考えられる。人口減少による空き地の増

加で設置が柔軟になる一方で、既存の交通インフラに縛ら

れない場所での居住の可能性も考慮する必要がある。 

5. eVTOLの普及によるライフスタイル変化の可能性

4章の方針に基づいて、今後、人々がeVTOLを使う場面

を想定し、ライフスタイル変化の可能性を考察する。 

5-1 初期 

初期においては、料金が高いことから、現状のヘリコプ

ターよりは使用頻度が高まるものの、富裕層を対象とした

限定的な利用となる。旅客運送以外の用途での活躍や、非

日常の利用により、社会受容を進める段階であって、ライ

フスタイルを大きく変えるまでには至らない。

5-2 中期・長期

中期・長期では、騒音・安全性等をクリアし、社会に受

容され、低料金で利用できる環境であることを前提とする

と、移動のハードルが大きく下がり、人の移動の概念が変

わると考えられる。以下利用者像を想定して考察する。 

i)都心部の労働者は、時間の有効活用が可能となる。平日

の通勤には電車を使用するが、出張場所やイレギュラーな 

 

移動での利用により大幅に時間短縮することで、仕事以外

の余暇の時間を充実させることができる。休日には、より 

気軽に中距離の観光地に行くことが可能になり、旅行のハ

ードルが相当下がることで、移動の幅が広がる。ただし、

日常の通勤での使用は想定しないので、居住地を大きく変

えるまでには至らない可能性が高い。 

ⅱ)二地域居住者は、居住のハードルを下げることができ 

る。都心以外に、房総半島や東京圏外において居住場所を 

持つ人が増えているが、その移動が課題となっている。大

衆化すれば地方居住が促進し、都心集中の緩和と地方活性

に貢献できる可能性がある。 

ⅲ）中山間部や離島地域においては、普及や他用途との連 

動により料金が下がらなければ、交通の足として生活を支 

えることができない可能性が高いことがわかった。しかし 

料金をかければ、道路インフラが乏しい場所における居住

の維持に貢献できる可能性がある。 

以上から、単なる時間短縮に加えて、余暇の利用方法、

居住地選択等、ライフスタイルの選択に影響を与える可能

性がある。 

6. 結論

6-1. eVTOL導入における都市計画の役割

eVTOL は時間短縮により移動のハードルを下げることが

可能なモビリティであって、果たす役割から、導入の社会

的意義が存在することが整理された。都市における実装に

は、技術の進歩が大前提となっているが、それだけでは不

可能である可能性が高い。eVTOLが、社会課題の解決に加

え、ライフスタイルの多様化に貢献し、人々の生活を豊か

にするという観点において、都市計画が重要な役割を果た

す。eVTOLの社会実装を進めるためには、都市計画の手法

を使用して、自動運転車や鉄道など他のモビリティとの役

図-4 中期における東京を中心としたeVTOLの離着陸場の配置計画の一例 

0 10km 20km 

- 149 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, August, 2020 

割分担を考慮しつつ、eVTOLの各関連主体と連携を取るこ

とが求められることが明らかになった。 

土地利用制度と施設配置計画を根幹とする都市計画の手

法は、機体開発や運用側の条件要求を明確にすることから、

都市への導入の課題を事前に明示することに繋がる。また、

特区等のモデルケースの設定や、航空関係規制当局が定め

る離着陸場設置を含んだ体系的な制度策定についても、都

市計画も関わっていく必要があると言える。 

6-2. 離着陸場配置計画の必要性 

 都市計画が規制と促進の方向性を決める要素の一つに、

離着陸場の問題があることを示した。受容のためには、住

環境の保護とより多くの人の利便性を考慮して、離着陸場

の設置を進める必要がある。そのために、それぞれの地域

特性と導入の時期を考慮した中長期的な配置計画策定の必

要性を指摘し、計画策定の一例を示した。計画策定につい

ては、既存インフラ・既存の制度・既往研究を参考に、離

着陸場の候補場所を示すとともに、それぞれ考慮すべき要

件を明らかにした。要件としては、住居専用地域等での立

地の制限や、インフラ維持コストや過剰な開発防止のため

の離着陸場の数の制限といった規制面と、需要に応じた緩

和や、事業拡大のための臨海地域における中規模の用地確

保等の促進面が存在した。また実際は、技術の成熟度、採

算を考える事業者、利便性を享受したい利用者などの動向

を見ながら、中長期的な施設計画が求められることとなる。 

今後、eVTOLの社会実装のためには、人々が住環境を損

なうことなくその利便性を享受できるように、技術だけで

なく中長期的な視点を持った都市計画としての対応が必要

である。 

【補注】 

(1)設置の際の手続きとして利害関係者の意見を聞く公聴会が必

須であるが 10)、ヒアリングによると実際は住民説明会等を経て公

聴会の前に合意を得る必要がある。また、環境影響評価について

条例等がない場合は不要であり千葉県が該当している。一方で、

公共ヘリポートを新設する福岡空港回転翼機能移設事業 11)におい

ては条例に基づき環境影響評価書が作成された。騒音、大気汚染

に加え、動物や景観への影響も評価の対象となった。 

(2)ヒアリングを行った主な関係者と日時について 

<対面でのヒアリング> 

・エアロファシリティー(ヘリポートコンサルタント) 2019/10/24 

・AirX(ヘリコプター運送事業者)2019/10/28

・美樹観光(非公共ヘリポート管理者)2020/1/17

・東京都港湾局(東京ヘリポート管理者)2020/1/22

<電話によるヒアリング＞

・国土交通省航空局(場外離着陸場について) 2019/12/24

・国土交通省東京航空局(場外離着陸場について)2019/12/18

・エイチ・エス・リンク(航空灯火コンサル)2019/12/20

(3)東京圏においては、羽田空港の空域や発着経路に、eVTOLの運

航が重なると既存の航空管制に影響を与える可能性がある。本研

究では、中期においては、安全性を確保できる技術開発と法整備

により、垂直離着陸・eVTOL専用のコリドー空域を利用した手法を

導入することで、航空管制含めた空港の運用にほとんど影響を与

えず空港周辺を飛行できるとともに、屋上の離着陸場の建設も可

能とする。 

(4)3 章では直径 30ｍとしたが、4 章では直径 50ｍを採用してい

る。理由としては、30ｍと50ｍで空き地の分布の傾向があまり変

わらなかったこと、類型化のために数を減らす必要があったこと

(30ｍは1600箇所)が挙げられる。 
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