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　ドローンというと例えば高速道路では橋の点検や
維持管理などで実用化し，土木測量では空撮に利用
されていますが，物流事業でも注目を集めています。
車での搬送が難しいような山間部での過疎地域の配
送や高齢者の買い物代行実験を行っており，本格的
な実用化はすぐそこまで来ています。今後さまざま
な分野で期待されていますが，新たな試みで人の移
動に着目したドローン付きヘルメットの映像が流れ
ていました。ヘルメットの全方向にプロペラが付い
た歩行の補助装置で，ヘルメットのプロペラが風の
吹く方向に作動し進行方向を導くもののようです。
将来的にはアプリケーションなどで目的地を設定し
て歩行をアシストするようなシステムを目指し迷子
などの解消に役立てたいとのことでした。
　さて今月号の「論説」では流通経済大学の林教授

と㈱日通総合研究所の矢野様に，「時評」では京都
大学の小川准教授から物流を念頭にそれぞれのお立
場で執筆いただきました。「紹介」では国土交通省
道路局から平成 30 年８月に創設された重要物流道
路制度，静岡県からは高規格幹線道路の拡充を活か
した清水港の利用促進，日本 GLP ㈱から圏央道エ
リアにおける物流施設開発，さらに連載中のスマー
ト IC では福島県の概要を関係する方々に執筆いた
だき掲載しておりますので，ご一読ください。
　２月は過去の記録を見ると積雪量の多い時期で
す。暦の上では４日が立春で梅の花が咲き始め，杉
の花粉も飛び始めます。また複数の型のウイルスが
同時に流行し，インフルエンザが猛威を振るってい
ます。体調に気をつけてお過ごしください。
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