
世界一周空中鉄道（2035年度完成目標） 

世界の道は東京に通ず 
（凡ての道はローマに通ず） 

ワイヤーで給電しながら、ワイヤーで落下防止をする、ＡＩ自動運転の
大型ドローンの空中鉄道が将来移動手段の主流になると考えられる。 

（万が一落下や衝突をしても二重構造の外装が壊れて、中の人を軽
傷程度で守る。海上を木造主体の人工島を設定し直線距離で結ぶ） 

 人工物は必ず故障すると考え、故障前提で全てのシステムを考えねばならない。 

バッテリー・電源・モーターを二系統にし、故障をしずらくする一方で、故障しても

落下しない構造で、万が一故障し落下しても、かすり傷程度で済むようにする。
（ワイヤーに沿って飛行するので、すぐ近くを飛行しても、互いに衝突がない。） 

100％再生可能エネルギー 
（ツリー型＆風力発電システム） 

世界一安全な乗り物 

 例えば、東京〜ロサンゼルス間に、風船と木材で浮遊する木造人工島を数千個並
べ、概人工島にはツリー型をエネルギーとする大型スマート都市を構築し、さらに人
工島同士を給電兼用のワイヤーでつなぎ、大型客室ドローン（AWR）が給電をしなが
ら飛行し、故障時にはワイヤーにかかり、落下しない世界一安全な乗り物を提供する。 
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AWR 



 ＜空中鉄道（＝AWR）＞ 
AWRとはAerial Wired Railway 

 種々の国際特許を取得し日本
企業連合による主力輸出産業へ 

ＡＩスピーカー付 

相互翻訳マイク付 

+ふかふかなソファーや
ベッド+シートベルト+エ

アバッグ・・・で怪我を最
小に収める。基本無傷。 

 給電ブラシは、 
適度なばね力で 

接触圧を保ち、ま
た何らかの故障を
想定し、２～３対
を用意し、故障率
0を目指さねばな

らない。近距離セ
ンサーも２～３対
を用意し、また両
鉄塔より給電を 
行う。 

安全対策の三本の矢 
①2系統の電源＆モータープロペラ 

②ワイヤ―ドセフティ機構 
  ③客室の２重構造＋ 

上ワイヤー 

アルミ板 

Ｙ型ゴム 

多少ぶつかっても問題なし 

（側面図） 

給電ブラシ 
 距離センサーの内側に設定してもよい。アルミ板
との接触圧を一一定に保つ工夫が必要である。
（圧力センサーと移動機構の組み合わせ等） 

 

給電ブラシ例 
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 ワイヤ固定部 

下ワイヤー 

下ワイヤー 

 ワイヤ固定部 上ワイヤー 

固定部では2重 

セフティ 
ガイド 

（側面図） 

前後にはフリー 

距離センサー 

 受け台兼用客室は液体ガラスコーティング塗布の木造製の２重構造と
し、中間部は緩衝体にして、万が一落下しても、客室外側は破壊するが、
人命は守られ打撲程度で収まるようにする。（窓なく、４台のカメラ（東西
南北）の画像は内部で４台の壁掛けＴＶで確認、クラウドＡＩ経由にて、外
部でも画像を見れる。）陸上は基本的には１０m以内の低空飛行をする。 



 市街地等の一般的なエリアでは鉄塔を建て、下記の「給電＆命綱ワイヤｰ」を張りＤＣ1000Ｖを
流し、給電ブラシをドローン側に設定し、「3W」給電システムを構築する。（必要最小限のバッテ
リー搭載） 

ただし未開のエリア等で鉄塔が建てられずに、ワイ
ヤーが張れないエリアはツリー太陽光発電とリンクし
た自動バッテリー交換機（所）（トイレ付）を用意する。 

ワイヤー 

Ｙ型ゴムブッシュ（ケーブル） 
（はめ込み接着） 

アルミ薄板 
（はめ込み接着） 

アルミ薄板 
（はめ込み接着） 

給電＆命綱
ワイヤー 

 3～10（長さ） x 0.02～0.06（幅） x t001～0.02（厚み） 
のアルミ板と3～10のＹ字型のゴムブッシュを各はめ
込み接着を行い、アルミ板の連結部は2㎜程隙間をと
り（線膨張率の差を考慮し）導電性接着剤を施す。 

距離センサー 

ＤＣ1000Ｖ 

最適ブラシ
の追求 

（単位ｍ） 

アルミ薄板が距離センサーの
受け面と電極との二役をする。 

河川や山々に囲まれた地域や離島等、あるいは砂漠地帯
や雪国の冬場等、ワイヤーは張らずにバッテリー容量を多
くし（その分二人乗り以下等の対応で軽量化し）１５分程度
以上飛行できるようにする。各ポートではバッテリ自動交換

＆ツリー型＆風力発電を設置する。 

ドローンルートは周知する。 

1W＝鉄塔の両側から給電をする。 
2W＝ドローンに２対の距離センサー。 

3W＝ドローンに２対の給電ブラシ設定。 

片方が故障しても機能維持する。 

銅線を通し、アルミ板を細分化して、ワイヤーの折り曲
げに対応する。（Y型ゴムブッシュも亀裂＆隙間設定） 
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 ワイヤ―ド・サプライ・セフティ・フライティングシステム 

ワイヤーレス
低空飛行 

（落下時のリスクあり） 

モーター 

バランサー（おもり） 

テフロン部 

（センサー付帯し、ワイヤー
にかかると信号を発する。） 

ワイヤーはずれ防止部 
（強風で揺れても外れない） 

給電飛行時の位置 

バッテリー飛行時の位置 



 通勤電車の車両の価格は約1.2億で、１２０人くらいが定員
なので、一人あたり、１００万円程度・・・ 
 →12人乗りで約260万で、一人あたり13万円なので、[1/7] 

銅線に
AL板を
巻く（AL
は小片） 

1a 
2b 2a 

1b 

3a 3b 

4a 4c 
4a 4b 

5a 5b 

5a 5c 6 

7 

1 

2 

1 ばね式接点（2対） 1万ｘ4＝4万 

2 距離センサー（2対） 1万ｘ４＝4万 

3 蓄電池（2系統） 5万ｘ２＝10万 

4 上プロペラ（4対） 5〜10万 

5 下プロペラ（4対） 5〜10万 

6 ゴム足（4〜8個） 2万〜4万 

7 CPU/GPS/通信機能 10万（専用IC） 

二重構造木材本体 50〜100万 

空調 10万〜20万 

内装 20〜50万 

H＝2m（仮） 

D＝4m（最大） 
L＝10m（最大） 

カメラ（内2＆外3式） 5万 

大型壁掛けTV（3式） 6〜10万 

AI翻訳マイク（2〜12本） 2〜12万 

総コスト：2人仕様 140万前後 

総コスト：12人乗り仕様 260万前後 

木造二重構造客室のドローン：50台以下の小ロットでのざっくりとした予測の価格、1000台以上なら半額の可能性あり 

木造二重構造客室    
     のドローン 

ワイヤ― Y型絶縁体 
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人工島 人工島 
 長時間ワイヤーや中継鉄塔等に負荷をかけないよう、故障時にワイヤを
引っ張りながらも停止する位置には和らかい、あるいはバネ性の受台を用
意する。尚、海上では人工島（碇を下ろし動かないようにする。）を設定し、 
その上に受け台を用意する。（海上では、重量増加による沈み込みを利用） 

海 

 故障後ワイヤーの位置 
（AWRの重みで、下がる） 

故障前のワイヤーの位置 

 凹み量 

 故障時AWR受け台 
（バネ又は和らかい部材） 

 テフロン等、滑りや
すい素材で受ける 

＝AWR受け台箇所 

滑り 
滑り 

海上では、船が隣接しクレーンで交換する。 
陸上では大型トラックにリプレイス用のAWRを

用意して、トラック付帯のクレーンで交換する。
道路は、リプレイス用の大型トラックが通れるよ
うにする必要があるが、それ以外の道路は不
要で、鉄塔とワイヤーでいくらでも延長できるの
で、便利で安全で安く、長距離が可能であり、
また雪に強いというメリットがある。 

5/14 

 実験をして
適正量を決定 

HAULT HANDLING  SYSTEM 
＜複々線が標準＞「ANA＆JALの競争」 
メンテナンスや故障でAWRを止めない。 



各地の木工所（製材所）
さんにて木材を所定の
大きさに加工し、一度仮
組をして寸法の確認をし、 

ばらして、部品のまま船
に持ち込み、船上で再組
し、クレーンで下ろして、
連結していく 

 球約2mの風船の浮力は約４ｔであり、4個使用では約16ｔあり、再エネ設置では
十分であるが、アスファルト道路では25個必要であり、飛行場等ではダンパー的
な運用が適している。（飛行機の有無で、水位が変化する。） 

 □12mの人工島ユニットの場合は、標準木材：3000x300x200の外枠12個＆骨組み24個
使用し、長さ調整材：2600ｘ300ｘ200を10個使用し、また、両メス型外枠材3000ｘ300ｘ200を
2個使用し（以上は床材）、さらに足材として、2500x200x200を48個使用する。（50万位？） 

ユニット同士の連結は、
φ100の木製のリベット

で位置決めをし、木工
ボンド等で接着をする。 

 風力発電、ツリー型等
の再エネ搭載の場合は、
床材として、厚さ20程度

の板材をメンテナンス等
で必要な場所に設定する。 
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 住居やビル等は、荷
重を分散させながら直
接建造設置する。 
 その他は、平均200

の厚さの板材の上に、
平均100の土を盛る。 



長さ調整材：2600ｘ300ｘ200（□12mの場合は10個使用） 

標準部材：3000ｘ30ｘ20（□12mの場合は、外枠12個＆骨組み24個使用） 

3000 

 500  500  500  500  500  500 

両メス型外枠材3000ｘ300ｘ200（2個使用） 

の箇所 

水面より
上の部分
は液体ガ
ラスコー
ティングを
施す 

木製リベット
φ100 

足：2500ｘ20ｘ20（48個

使用）加工部以外はラ
フな寸法でよい。 

 100 
 100 
 100 

 200  200 

 100 
 100 
 100 

ユニット連結
の位置決め
としても使う 

足：下側は未加工・皮
付き、変形ありでもよい。 木製人工島のユニット：□6m、□9m、□12m、□15m、・・・ 

浮力   

 4t 
浮力   

 4t 

基本は杉の木、足やリベットは広葉樹の木材を使う 
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浮力   

 4t 
浮力   

 4t 
浮力   

 4t 



0.5 

1.8 

2.0 アスファルト層 

盛り土：粘性土 

雑板（50〜250） 150 

100 

200 

比重 厚さ 重量 

11t 

26t 

58ｔ 面積12mｘ12mｘ厚さ0.2ｘ比重2≒58ｔ  

計算 

正板（計） 0.4 8t 

103t （合計）  

足部（計） 

ゴム風船（2m） 

計算 

105t （合計）  

浮力 

2.5mｘ0.2ｘ0.2ｘ（本数）48≒5t  

球2mの浮力4ｔｘ25個≒100t  

5t 

100t 

予備浮力 

3mｘ0.3ｘ0.2ｘ（本数）48≒9t  

9t 

多少過剰気味に設定した時の全重量（□12mの場合） 

0.5 

1.8 

1.9 

150 

100 

200 

比重 厚さ 重量 

11t 

26t 

55ｔ 面積12mｘ12mｘ厚さ0.2ｘ比重1.9≒55ｔ  

計算 

面積12mｘ12mｘ厚さ0.1ｘ比重1.8≒26ｔ  

面積12mｘ12mｘ厚さ0.15ｘ比重0.5≒11ｔ  

0.4 （平均）2.75mｘ（平均）0.3ｘ0.25ｘ比重0.4X（本数）96≒8ｔ  8t 

100t （合計）  

壌土（＝砂と粘土の混合のこと。作物を作るのに適す。） 

壌土 

盛り土：粘性土 

雑板（50〜250） 

正板（計） 

アスファルト
道路の重量 

海水より上の部分の木材
が沈んだ時の浮力のこと 

芝生・家庭菜
園部の重量 

 ゴム風船25個 
と木材足の浮力 

（以下は 
上記と同じ）  

 ＜木造住居の重量に関して＞ 

 一般的に、家財道具込みでの木造住宅の重量は、
300㎏/㎡と言われているので、また庶民の世界平均
の家として100㎡もあれば十分だと思われるので、100
㎡ｘ300㎏/㎡＝30t程度の重量となり、3階建てで、EV
付きの家が□12mのユニット（4tｘ25個≒100ｔの浮力）
での一般的な家になる可能性が高いと考えています。 
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浮遊型・固定 
の人工島本島 

各人工島の
つなぎ技術 

典型的な浮遊型の木
造人工島例（周辺部
は防波堤の機能） 

風力発電 

魚養殖場 

クルーズ船
＆漁船の港 

ツリー型 

空中鉄道 
野菜工場 

飛行場＆ 
停留所 

 出発側滑走路 

N＝15個での
ユニット群ご
との段差発生 

赤枠部は、鉄板及びゴム
板で、各板の厚みをAIシ
ミュレーションで求める 

 エアバス（550ｔ）等が 
走行する滑走路での 
荷重分散化システム 

 □12mのユニット15個ず

つ固定する。（シミュレー
ションでベスト解を得る） 

到着側滑走路 

 5t〜10ｔ程度になる観葉植物の大
型鉢が、ずり落ちないよう設置する。 

□12mの人工島ユニットま

たはユニット群に段差が生
じてもよいような連結手法 

防波堤機能 

 特に本島（居住地）の
周りに施設がない場合
は大型観葉植物設置 

鉄板は溶接、ゴム板
は接着で大型化する。 
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木材人工島＆木材ツリー型 

金属 
（ベアリング） 

液体ガラスコーティングを施した、木材：
太陽光パネルの 
フレーム、避難ケース、回転ベース 
 

水面 
水面 

 液体ガラスコーティング技術（RGC）により、木材が腐らず、
半永久的に使用可能になり、必要な箇所にRGCを施した木

材＆ゴム風船の人工島とツリー型を大規模に設置し、高圧
直流伝送ケーブルで、沿岸部の都市部に電力を供給する。 

海
の
反
射
や
木
材
床
に
反

射
の
強
い
塗
装
で
、
裏
面

で
の
発
電
も
期
待
で
き
る
。 
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25％～0％ 45％ 

全反射光 乱反射光 
正反射光 

 図を左右反転させ、朝日と夕
日のぎりぎりまで使用可能。 

 同一面積で考えて、固定型と比
べ、４倍程度の発電量が見込め
る。両面受光パネル＆多段式ツ
リー型で、メガソーラの設置面積
比160倍の発電量か見込める。 

100％ 70％ 
（山や建物に隠れ
てしまう可能性有） 

海上ツリー型では、このあたりが100～120％（海面からの反射
光を含む）で推移するので、4倍程度の発電量が見込まれる。 

 垂直入社を100％とした場合の、
入射角度による発電量の低下度 

地球 
地
球 

南中時と朝日（夕日）とでは、空
気層の厚さで、照度に大きな差 

夕日 

南中 

朝日 

 斜め入射では角度によるものと
空気層の厚さで照度が低下する。 

木造人工島のツリー型は朝日と夕日が全反射光も含
め使え、乱反射光＆正反射光を利用し、裏面もパネル
も有効で、また土台が不要なので、世界の趨勢となる。 
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 人工島：無人コンビニ、海鮮AI食堂（各種トラ
ブル対応や食材の搬入等で、３交代制での人
は要る。）無人レンタル仮眠室ルーム、無人雀
荘、無人カラオケ、無人釣り堀等・・・。 
 
 各人工島の出資者を世界中から募り、ある
いは各県から募り、特産物の店舗を出す等、
特色あるミニホタル化することで、新たな観光
名所となり、関西の魅力が増大する。 

 全再エネの 関西空中鉄道構想 

第一段階：２０３０年運用 

第一＆第二レーン：JAL 
第三＆第四レーン：ANA 

４レーン ワイヤー
給電兼命綱用途 
：各引込型ポート 
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 船舶通路の箇所では、フック部を横に寝かせ、 

早めにワイヤーから、離脱し、海上３ｍ程度で
飛行し、万が一の故障・落下時でも、衝撃は少
なく、また水に浮くので、全く問題がない。 

（船舶通路） 

AWR飛行ルート 

人工島 

ワイヤー鉄塔 

給電ワイ
ヤー 

給電ワイヤー 

人工島 

AWRフック部 



環太平洋経済圏水上空中鉄道８レーン：2035年完成予定 

米北部連合 

米南部連合 

米西部連合 

米東部連合 

関東連合 関西連合 

台湾連合 

フィリピン連合 

オーストラリア連合 

第一＆第二レーン：JAL 
第三＆第四レーン：ANA 
第五＆第六レーン：米企業 
第六＆第七レーン：米企業 

 平均人口１０万～１００万の大規模総
合リゾートの人工島：飛行場、カジノ、
温泉ホテル、各種スポーツ施設（交流
大会や合宿など）、マリンスポーツ、 
親ユートピアとして、終末の住処へ 
ツリー型＆蓄電池による再エネ１００％ 

 全行程で約５㎞ごとに、約３０００の人工島が
必要であり、世界中の中核都市から「平均人口
１万〜１０の中規模総合リゾートの人工島：温泉
ホテル、各種スポーツ施設（交流大会や合宿な
ど）、マリンスポーツ、親ユートピアとして、終末
の住処へツリー型＆蓄電池による再エネ１０
０％」を募集する。各都市ごとの特色を出す。 

第三段階： 

８レーン ワイヤー
給電兼命綱用途 
（各引込型ポート） 

世界中のどこか
らでも２４時間予
約＆運行可能 

 

世界中の富が
あつまり、そして
平和維持へ 

AWR 

AWR 

AWR 

AWR 

世界の都市が理想の
未来都市を追求する 
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