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はじめに 

近年、様々な分野において小型無人航空機（以下「ドローン」という。）の活用が議論さ

れている。産業インフラの点検や物流など、保安や利便性の向上への活用が期待されている

一方で、何よりも安全に飛行させ活用されることが重要である。また、ドローンの機体につ

いても、様々な改良が行われる中で、安全な機体が使用されることが重要である。 

現在、多くのドローンではリチウムイオン電池などのバッテリーが電源として使用され

ているが、バッテリーの容量が限定され、飛行時間について制約を受けている。そのため、

より長時間の飛行が可能となる「水素燃料電池」の利用ニーズが一定程度ある一方、水素燃

料電池に水素を供給する高圧ガス容器等が、飛行時や地上へ落下した時に受ける衝撃等に

対して十分な強度を有しているかなど、高圧ガスを取り扱うことによる特有のリスクが考

えられることから、ドローンでの使用において想定されるリスク等について整理し、技術基

準を策定することで安全な活用を実現することが必要である。 

これにより、水素燃料電池を搭載したドローンが安全に使用され、より長時間の飛行が可

能となり、ドローンの利便性が向上し産業保安や物流を含む様々な用途で安全に使用可能

となることが期待される。 

また、水素燃料電池ドローンに限らないドローンは、産業インフラの点検などへの活用が

大いに期待されている。例えば、高所からの撮影が容易になることにより、プラントの定期

検査等において、点検に足場を組む必要がある高所や目視が難しい塔類や屋外の大型貯槽

タンク等の日常点検の点検頻度を上げることや、災害時等に迅速に点検を行うなど利用の

幅が広がり、保安を高める取組につながることが期待される。 

このため、昨年度、石油化学コンビナート等においてドローンを安全に活用・運用するた

めに留意すべき事項等を整理した「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関する

ガイドライン」（以下、ガイドラインという）を策定し、ドローンを安全に活用するための

ルール整備を行ったところ。しかし、プラント設備内や塔槽類・配管等の内部においてもド

ローンを活用し内面の腐食状況を確認する等のニーズが存在する一方で、ドローンを操作

するためのGPS等の通信電波への影響など、特有のリスクや課題が存在していることから、

当該箇所においても、ドローンを安全に活用・運用するため、内部飛行時の留意事項を整理

し、ガイドラインを改訂する必要がある。 

以上から、本調査においては、水素燃料電池ドローンに関する課題である容器を中心とし

た技術基準作成に向けての課題に加え、石油化学コンビナート等のプラント設備内部にお

けるドローンの活用に関する調査検討といった２つのテーマについて検討を実施した。な

お、本報告書においては、第Ⅰ部として、「水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に

関する調査」、第Ⅱ部として、「プラントにおけるドローン活用に関する安全性調査検討」に

整理した。 
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第1章 本検討の目的及び体制 

 

1.1 本検討の背景と目的 

近年、様々な分野において小型無人航空機（以下「ドローン」という。）の活用が議論さ

れている。産業インフラの点検や物流など、保安や利便性の向上への活用が期待されている

一方で、何よりも安全に飛行させ活用されることが重要である。また、ドローンの機体につ

いても、様々な改良が行われる中で、安全な機体が使用されることが重要である。 

現在、多くのドローンではリチウムイオン電池などのバッテリーが電源として使用され

ているが、バッテリーの容量が限定され、飛行時間について制約を受けている。そのため、

より長時間の飛行が可能となる「水素燃料電池」の利用ニーズが一定程度ある一方、水素燃

料電池に水素を供給する高圧ガス容器等が、飛行時や地上へ落下した時に受ける衝撃等に

対して十分な強度を有しているかなど、高圧ガスを取り扱うことによる特有のリスクが考

えられることから、ドローンでの使用において想定されるリスク等について整理し、技術基

準を策定することで安全な活用を実現することが必要である。 

以上の背景を踏まえて、水素燃料電池ドローンを安全に飛行させ、かつ万一ドローンが落

下した際にもその安全性が確保されるための条件を明確化するため、水素燃料電池に搭載

される可能性のある高圧ガス容器の衝撃試験等を実施するとともに、有識者委員会を開催

し安全要件について議論を行った。これらの成果をガイドラインとしてまとめた。 

なお、本検討により作成したガイドライン（案）を第Ⅰ部添付資料に示した。 
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1.2 本検討の実施体制 

本検討の実施にあたって、高圧ガス保安、水素燃料電池ドローン、一般のドローンに関す

る有識者及び事業者から構成される「水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関す

る調査研究会」を設置した。図 1.1 に検討の実施体制の概念図を、表 1.1 に調査研究回委

員等名簿を、表 1.2に研究会開催状況を示す。 

 

 

図 1.1 実施体制図 

 

  

水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する
調査研究会

指示・助言

事務局：みずほ情報総研株式会社

産業保安グループ
高圧ガス保安室

提言・ガイドライン

調査結果

協議
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表 1.1 水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調査研究会 委員等名簿 

座長（敬称略） 

 吉川 暢宏 東京大学 生産技術研究所  

革新的シミュレーション研究センター 教授 

委員（五十音順、敬称略） 

 岩田 拡也 国立研究開発法人産業技術総合研究所  

情報・人間工学領域 知能システム研究部門  

フィールドロボティクス研究グループ 主任研究員 

 小山田 賢治 高圧ガス保安協会 高圧ガス部長代理 

 阪口 晃敏 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会 会長 

 成宮 俊則 高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課 

 堀 美知郎 立命館大学 理工学部 特別招聘教授 

 吉田 剛 一般財団法人石油エネルギー技術センター 

自動車・新燃料部 主任研究員 

オブザーバー（五十音順） 

 株式会社ＩＥジャパン 

稲畑産業株式会社 

ＡＧＣ株式会社 

株式会社エンルート 

高圧ガス保安協会総合研究所 

株式会社鈴木商館 

JFEコンテイナー株式会社 

中国工業株式会社 

帝人株式会社 

帝人エンジニアリング株式会社 

東横化学株式会社 

一般財団法人日本自動車研究所 

ビードローン株式会社 

株式会社プロドローン 

ロボデックス株式会社 

経済産業省 

 経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室 

経済産業省 産業保安グループ 保安課 

経済産業省 製造産業局 産業機械課 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 水素・燃料電池戦略

室 

事務局 

 みずほ情報総研株式会社 
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表 1.2 水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調査研究会 開催状況 

 開催日 主な議題 

第１回 令和元年 12月 9日 ・調査概要 

・水素燃料電池ドローン用容器の衝撃試験計画 

・水素ドローン容器安全性評価試験計画 

・水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全

要件の検討方針 

第２回 令和 2年 1月 24日 ・水素燃料電池ドローン用容器の衝撃試験の試験

結果 

・水素ドローン容器安全性評価試験結果の速報 

・水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全

要件 

第３回 令和 2年 2月 14日 ・水素ドローン容器安全性評価試験結果 

・水素燃料電池ドローン用高圧ガス容器のクライ

テリア 

・水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全

のためのガイドラインの素案 

第４回 令和 2年 2月 25日 ・バルブ気密試験の速報 

・水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全

のためのガイドライン（案） 
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第2章 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器の安全性評価試験 

安全評価試験では、万一水素燃料電池ドローン（以下、タイトル等の名称以外の本文にお

いては「水素ドローン」という。）または容器が空中から落下した場合の安全性等を確認す

るため、実際に落下した場合と同程度の衝撃が与えられた容器の圧力サイクル試験及び破

裂試験等を実施し、その耐久性及び健全性を確認、評価、分析した。 

本試験においては、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が

実施した「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」（以下、

「NEDO事業」という。）において実施された、上空からの落下を想定した内容の衝撃試験

で用いられた容器を活用した。 

 

2.1 水素燃料電池ドローン用の高圧ガス容器の衝撃試験 

ここでは、NEDO 事業において実施された、上空からの落下を想定した内容の衝撃試験

の内容について示す。 

 

2.1.1 水素燃料電ドローン用の高圧ガス容器の衝撃試験の目的 

水素ドローンが航空法で許容されている高度 150m より、または許可を得てそれ以上の

高度を飛行中に落下することを想定し、ドローンに装着された高圧ガス容器が、地面や地上

構造物との衝突により水素漏えいや高圧ガス容器の破裂等の危険な事象が発生しないか、

また容器保安規則例示基準に指定されている高圧ガス保安協会基準 0121「アルミニウム合

金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準（2016）」（以下、「KHK S0121」）に照ら

し十分な安全性が確保されることを実現するために、どのような対策（保護装置）を実施す

ればよいかの基礎データを取得することを目的に、衝撃試験を実施した。 

本衝撃試験の主な目的を以下に示す。 

① 落下試験の結果に基づく台車による加速衝撃試験の妥当性の確認 

② 高度 150mからの落下に対する安全性の確認 

③ 容器あるいはドローンの落下時のさまざまな姿勢に対する安全性の確認 

④ 保護付き容器の効果検証 

 

2.1.2 水素燃料電池ドローン用の高圧ガス容器の衝撃試験の条件 

 

(1) 前提条件 

 

① 落下状態の想定 

容器単体の落下は考慮せず、ドローンに装着されドローンに固定された状態での落

下を想定する。つまり、衝突は、ドローンの落下終端速度を落下速度と仮定した実験を

行うこととした。 
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② 想定落下速度 

ドローンの終端速度は、これまでの実験の成果より、15m/s程度と判明しているが、

安全率 1.2を考慮し、ここでは、ドローンの終端速度を 18m/sと仮定した。 

 

＜ドローンの自由落下時の終端速度について＞ 

自由落下する物体に空気抵抗力が作用する場合、空気抵抗力は速度とともに増加する

ため、空気抵抗力が重力に釣り合うような速度に達した場合に、落下速度はそれ以上増加

せず、一定となる（＝終端速度） ことが分かっている。 

ドローンの場合は、ドローンのプロペラが停止し、自由落下状態となった場合、落下時

に受ける空気の流れにより、飛行時とは逆に、モーターを強制回転（発電）する方向にプ

ロペラが回転する等、空気抵抗力が発生する。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクトにお

いて、直径 1m 程度、重量 8kg の小型ドローンで、高度 150m からの自由落下の条件で

試験を実施したところ、終端速度は 15m/s 程度であった。今回の衝撃試験では、より安

全側の評価となるように、安全率 1.2程度を考慮し、衝突の速度を 18m/sに設定した。 

 

 

図 2.1 ドローンの自由落下のイメージ1) 

 

③ 実験に用いる容器 

実験には、タイプ３容器（アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器、Ｊ

ＦＥコンテイナー製）を用いた。 

本容器は、昨年度特認申請を行い、実証事業の検討が行われた容器であり、現状ドロ

ーンへの適用が検討されている代表的な容器である。また、今回の検討結果は、今後ド

ローン用に開発される可能性があるタイプ４の容器とその保護材、さらにドローン専

用の耐久性を有する容器等の検討が行われるための、基礎データとして位置付けで用

いており、他のタイプの容器の活用を否定するものではない。 

                                                   
1 図中のグラフの出典：「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／性能評価基準等の研究開発／無人航空機等を活用した物流システムの性能評価手法

等に関する研究開発」（平成３０年３月、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構、委託先：株式会社自律制御システム研究所） 

重力

＜自由落下する物体に作用する力＞

空気抵抗力

※空気抵抗力は速度とともに増加

⇓
重力=空気抵抗力となった時点で、
落下速度は一定となる（＝終端速度）

空気抵抗力

※高度150mからの自由落下時の終端速度
15m/s程度（NEDOプロジェクトにおける試験）

⇓
安全側の評価となるよう、
安全率1.2程度を考慮し
18m/sに設定（今回）

＜ドローンの自由落下＞

重力

※重力=空気抵抗力となった時点で、
落下速度は一定となる（＝終端速度）
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表 2.1に JFE コンテイナー製の複合容器の設計条件を示す。 

 

表 2.1 JFE コンテイナー製の複合容器の設計条件 

項目 概要 

容器の名称 アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器 

適用される技術基準 アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準

（2016）」（KHKS0121） 

外径 111.5mm 

全長 431mm 

容量 2.8リットル 

重量 1.6kg 

最高充填圧力 19.6MPa 

耐圧試験圧力 32.7MPa 

最小破裂圧力 67.0MPa 

許容欠陥圧力 DC=0.5mm、DD=0.3mm 

使用温度 -40℃～+40℃ 

充填ガス 圧縮水素 

参考情報 試験に用いたロットの試験結果 

破裂圧力：88MPa～94MPa程度 

圧力サイクルリークテイスト 55,197回、55,451回 

 

 

図 2.2 試験に用いた一般複合容器 2) 

 

④ 試験に用いた容器に適用される技術基準の概要 

③に示す容器については、KHKS0121 に従い、3m の落下試験を実施し、圧力サイク

                                                   
2 JFEコンテイナー提供資料 
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ル試験（”大気圧”と”最高充填圧力以上の上限圧力”との圧力変動を毎分 10回以下の

割合で 1,000回以上繰り返す試験）を実施した後、変形、漏れがないこと、さらに破裂圧

力が、最小破裂圧力の 90%以上であることを確認したものである。設計仕様としては、

破裂圧力が 67MPa であることから、落下試験後の破裂圧力が 60.3MPa 以上であること

が確認されたものである。 

表 2.2に KHKS0121における落下試験に係る要求事項を示す。 

 

表 2.2 KHKS0121 の要求事項 

評価項目 KHKS0121の要求事項 

落下試験 ・バルブを装着し試験を実施すること 

・3mの高さからの落下 

・平面に対して垂直、水平の姿勢で落下させること、さらにアング

ル状の突起物に対して水平の姿勢で落下させること（合計 3回の

落下を想定） 

・落下試験後、圧力サイクル試験 1,000回以上に対して、変形、漏

れがないこと 

・圧力サイクル試験後に破裂試験を実施し、破裂圧力が、最小破裂

圧力に 0.9を乗じた値以上であること 
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(2) 衝撃試験の方法 

衝撃試験は、容器を固定せずに自由に動く状態で吊り下げ、台車（容器に対して十分質量

が大きい）を主に弾性衝突させることで、衝撃を与える方法とする。容器の質量が小さいが、

地盤の質量は∞なので、台車の質量を大きくとることで、質量が小さい容器が、十分質量が

大きいもの（地面等）に一定の速度で衝突することを模擬する。 

容器の吊り下げ方は、弾性衝突となるように固定はせずに、自由に動く状態で吊り下げる

方法をとっている。 

この試験方法に関しては、3m の落下試験（図 2.1 参照）及び 3m に相当する衝撃試験

（7.7m/s：3mの位置エネルギーに相当する速度）の双方を実施し、容器に対する衝撃の程

度（衝撃試験による破裂圧力／落下試験による破裂圧力）を把握し、試験方法による相違を

確認するとともに、ここで実施する衝撃試験の妥当性について評価を行う。 

なお、衝撃試験の方法は、2.1.1 の①の検証項目に相当し、次節に示す安全評価試験にて

実施する容器の破裂圧力にて、この試験方法の妥当性を示す。 

図 2.1 に 3m の落下に対応した落下試験の概要図、図 2.2 に 3m の落下に相当する衝撃

試験の概要図を示す。 

 

 

図 2.1 3m の落下試験の概要図 3) 

 

                                                   
3 一般財団法人日本自動車研究所提供資料 

１．垂直落下

3.0m

２．水平落下 ３．アングル落下

アングル
コンクリートコンクリート

衝撃時の速度
cd値=0で
約7.7m/s
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図 2.2 3m の落下に相当する衝撃試験の概要図 3) 

 

2.1.3 試験ケース 

2.1.1に示す目的に応じて、ここでは、実施した試験ケースの詳細について示す。 

 

(1) 試験ケース１：3m落下試験 

試験ケース１は、本検討の基本となる試験条件であり、KHKS0121で要求されるタイプ

3の容器に対する要求試験であり、高度 3mからの落下試験であり、これを実施するもので

ある。なお、試験は、一般財団法人日本自動車研究所（以下、「JARI」という。）における

実験設備「HySEF」にて実施した。 

詳細は、2.1.2章(1)及び(2)に示し、図 2.1に試験概要図を示す。 

 

(2) 試験ケース２：3mの落下に相当する衝撃試験 

試験ケース２は、試験ケース１の 3m の落下に相当する衝撃試験であり、2.1.2 章 (2)に

示す衝撃試験である。試験の実施にあたっては、JARIの設備である「HYGE」（以下、試験

ケース３～試験ケース９についても同様）で実施した。台車と容器の衝突速度は、3mの落

下による位置エネルギーに相当する速度として、7.7m/sの衝突速度を想定した。 

なお、試験ケース１における落下試験、試験ケース２における衝撃試験（それぞれ、鉛直、

水平、アングルの計 3 回の試験結果）を実施した高圧ガス容器の破裂圧力を比較すること

により、検証項目①の試験方法の妥当性について評価を行うこととする。 

 

アングル落下

アングル

7.7m/s

HYGEで
台車を押す

水平落下
7.7m/s

鉄板

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

垂直落下

鉄板

7.7m/s

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる
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(3) 試験ケース３：150mの落下に相当する高圧ガス容器（保護装置なし）衝撃試験 

試験ケース３は、検討対象容器が 150m 相当の高度から、落下した場合を想定した衝撃

試験である。 

本試験ケースは、試験ケース２の 3mの落下に対して、150mからの落下の影響を確認す

るための試験であり、試験方法は 2.1.2章 (2)に示す衝撃試験、実施設備は「HYGE」で実

施した。ドローンの落下にあたっては、前述してようにこれまでの検討実績等より終端速度

として 15m/s 程度ということが判明しているが、ここでは、落下時の状況の不確実性を考

慮し、の落下時の速度に対して安全率 1.2程度を考慮し、18m/sの落下速度を想定し、衝撃

試験を実施した。また、本試験においても、垂直、水平、アングル落下と３パターンを実施

した。 

なお、試験ケース２、試験ケース３における衝撃試験（それぞれ、鉛直、水平、アングル

の計 3 回の試験）を実施した高圧ガス容器の破裂圧力を比較することにより、検証項目②

の 150m落下に対する影響について評価を行うこととする。 

本試験に対しては、容器の安全性評価試験を異なる条件（圧力サイクル試験の有無による

破裂圧力）で実施するため、ケース３a、ケース３b の２つの試験体に対して同様の試験を

実施した。 

図 2.3に、本試験の概要図を示す。 

 

 

図 2.3 150m の落下に相当する高圧ガス容器の衝撃試験（保護装置なし）の概要図 3) 

 

  

水平落下
18m/s

鉄板

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

垂直落下

鉄板

18m/s

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

アングル落下

アングル

18m/s

HYGEで
台車を押す

吊り下げる
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また、参考までに、既往検討により得られたドローンの落下速度と落下時間の相関図を示

す。150mからドローンを落下させた場合には、約 3秒程度で終端速度（約 15m/s）に達す

ることが分かった。なお、この条件はドローンの機体や、プロペラの数によって異なる可能

性があり、落下時における健全なプロペラの数によっても異なる可能性があることに留意

する必要がある。 

 

 

図 2.4 ドローンの落下速度の事例 4) 

 

(4) 試験ケース４：150mの落下に相当する高圧ガス容器（保護装置あり）衝撃試験 

ケース４として、検討対象容器に対して保護装置を装着し、150m相当の高度から、落下

した場合を想定した衝撃試験を実施する。保護装置の概要は、アラミド繊維、アルミ板等（図 

2.5）で構成され、落下時の衝撃緩和を確認した。また、本試験においても、垂直、水平、

アングル落下と３パターンを実施した。 

試験ケース３、試験ケース４における衝撃試験（それぞれ、鉛直、水平、アングルの計 3

回の試験）を実施した高圧ガス容器の圧力サイクル試験及び破裂圧力を比較することによ

り、検証項目③の保護装置の効果について評価を行うこととする。 

なお、本試験に対しては、容器の安全性評価試験を異なる条件（圧力サイクル試験の有無

による破裂圧力）で実施するため、ケース３a、ケース３b の２つの試験体に対して同様の

試験を実施した。 

図 2.5 に保護装置の概要図、図 2.6 に 150m の落下に相当する高圧ガス容器の衝撃試験

（保護装置あり）の概要図を示す。 

 

                                                   
4 出典：「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／性能評価

基準等の研究開発／無人航空機等を活用した物流システムの性能評価手法等に関する研究

開発」（平成３０年３月、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、委託

先：株式会社自律制御システム研究所） 
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図 2.5 保護装置（A）の概要図 5) 

 

 

図 2.6 150m の落下に相当する高圧ガス容器の衝撃試験（保護装置あり）の概要図 3) 

 

  

                                                   
5 産業技術総合研究所提供資料 

水平落下

垂直落下

アングル落下

18m/s

アングル

鉄板

鉄板

18m/s

18m/s

HYGEで
台車を押す

HYGEで
台車を押す

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる

吊り下げる



Ⅰ-14 

 

(5) 試験ケース５・６：バルブからの落下による影響評価 

ケース５及び６として、KHKS0121の要求事項ではないが、高圧ガス容器の漏えいが生

じる可能性が高いバルブからの落下を模擬し、バルブからの漏えいが生じるかどうか確認

するため、保護装置なし（ケース５）、保護装置あり（ケース６）の２ケースにて、バルブ

からの落下による影響について評価を実施した。また、本試験においては、アングル落下の

１パターンを実施した。 

試験ケース５及び試験ケース６における衝撃試験（アングル落下のみ）を実施した高圧ガ

ス容器の圧力サイクル試験及び破裂圧力を比較することにより、検証項目④のさまざまな

姿勢に対する安全性の確認評価を実施する。 

図 2.5 に保護装置の概要図、図 2.6 に 150m の落下に相当する高圧ガス容器の衝撃試験

（保護装置あり）の概要図を示す。 

 

 

図 2.7 150m の落下に相当する高圧ガス容器のアングル落下衝撃試験 3) 

（保護装置なし/あり）の概要図 

  

バルブ落下 鉄板

18m/s

HYGEで
台車を押す

バルブ落下

18m/s

鉄板

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる
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(6) 試験ケース７：保護装置の比較試験 

ケース７として、ケース４で実施した保護装置に対して、FRPパイプ等の補強を実施し、

保護装置の比較試験を実施した。 

本試験は、試験ケース４における衝撃試験を実施した高圧ガス容器の圧力サイクル試験

及び破裂圧力を比較することにより、④保護付き容器の効果検証を行う。 

図 2.8に保護装置（B）の概要図を示す。 

 

 

図 2.8 保護装置（B）の概要図 5) 

 

(7) 試験ケース８・９ 

ケース８・９として、ドローンに装着された状況を想定し、衝撃試験を実施する。 

ドローンに装着された状況を想定することにより、検証項目④のさまざまな姿勢に対す

る安全性の確認について評価を行うこととする。 

試験ケース８及び試験ケース９における衝撃試験（アングル落下のみ）を実施した高圧ガ

ス容器の圧力サイクル試験及び破裂圧力を比較することにより、実際にドローンに高圧ガ

ス容器が装着された状態で落下することによる影響について把握する。 

なお、本試験においては、保護装置（B）を用いて実施する。 
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図 2.9 ドローンに高圧ガス容器が装着された状況での落下衝撃試験の概要図 3) 

 

  

18m/s

鉄板

鉄板

18m/s

HYGEで
台車を押す

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる

アングル

アングル
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2.1.4 水素燃料電ドローンにおける高圧ガス容器の衝撃試験の状況 

水素ドローンにおける高圧ガス容器の衝撃試験の状況を示す。各画像とも、アングルに衝

突した際の画像を示す。 

 

 

図 2.10 衝撃試験の画像（1/4）5) 

 

 

※：ケース 4は保護材 A、ケース７は保護材 B 

図 2.11 衝撃試験の画像（2/4）5) 

 

7.7m/s衝撃試験
（ケース２）

18m/s衝撃試験
（ケース３a）

18m/s衝撃試験
（ケース３b）

18m/s衝撃試験
（ケース４b）

18m/s衝撃試験
（ケース４a）

18m/s衝撃試験
（ケース７）
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図 2.12 衝撃試験の画像（3/4）5) 

 

 

図 2.13 衝撃試験の画像（4/4）5) 

 

  

18m/s衝撃試験
（ケース６）

18m/s衝撃試験
（ケース５）

18m/s衝撃試験
（ケース8：ドローン＋保護材B）
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2.2 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器の安全評価試験 

本検討においては、2.1章において実施した衝撃試験後の高圧ガス容器に対して、外観試

験、３次元形状測定、圧力サイクル試験及び破裂試験を実施し、その安全性について評価を

行った。 

 

2.2.1 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器の安全評価試験結果のまとめ 

表 2.3 に水素ドローンにおける高圧ガス容器の安全評価試験結果を示す。試験結果の概

要を以下に示す。 

 

 本結果においては、圧力サイクル試験の項目においては、ケース 3bのみ圧力サイク

ル試験結果において、KHKS0121における要求事項である 1,000回以上を満たさず、

約 800回で LBBより漏えいが生じる結果であった。 

 150m からの落下衝撃を想定した、ケース３（保護装置なし）、ケース４（保護装置

A）の場合には、150mからの落下試験を想定した場合には、破裂圧力が KHKS0121

の要求事項を満たさない結果であった。 

 ケース５～ケース９では、圧力サイクル試験結果、破裂圧力は KHKS0121の要求事

項を満たす結果であった。 

 

表 2.3 水素ドローンにおける高圧ガス容器の安全評価試験結果 

 

黄色：圧力サイクル試験が KHKS0121の要求事項を満たさないもの 

赤色：破裂試験が KHKS0121の要求事項を満たさないもの 

青色：KHKS0121の要求事項を満たすもの 

試験名
速度

m/s
設備 姿勢 保護材 重量

ドローン

釣り方

圧力サイク

ル試験
破裂試験

圧力サイクル

試験
破裂圧力

1 7.8 垂直

2 7.8 水平

3 7.8 アングル

4 7.7 垂直

5 7.7 水平

6 7.7 アングル

7 18.4 垂直

8 18.6 水平

9 18.3 アングル

10 18.3 垂直

11 18.6 水平

12 18.4 アングル

13 18.4 垂直

14 18.6 水平

15 18.3 アングル

16 18.7 垂直

17 18.6 水平

18 18.4 アングル 保護材A´ 2.80

5 19 容器衝撃試験 18.4 HYGE バルブ なし 2.05 ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
92.85MPa

6 20 保護付容器衝撃試験 18.6 HYGE バルブ 保護材A 2.75 ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
91.01MPa

7 21 保護付容器衝撃試験 18.3 HYGE アングル 保護材B 2.80 ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
65.25MPa

8 22 ドローン衝撃試験 18.3 HYGE アングル 保護材B 10.95 底面 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
89.03MPa

9 23 ドローン衝撃試験 18.2 HYGE アングル 保護材B 12.50 側面 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
93.31MPa

1 3m落下試験 Hy-SEF なし

試験

ケース

試験

NO

産業技術総合研究所実施 高圧ガス保安協会実施 結果

2 比較用衝撃試験 HYGE なし 2.05 ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK

2.05 ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
83.86MPa

2.05

80.78MPa

3a 容器衝撃試験 HYGE なし 2.05 ー ー 〇 ー 43.52MPa

4a 保護付容器衝撃試験 HYGE 保護材A 2.75 ー

ー 〇 〇
LBBで漏えい

818回：NG
ー3b 容器衝撃試験 HYGE なし

4b 保護付容器衝撃試験 HYGE
保護材A 2.75

ー 〇 ー 38.46MPa

ー 〇 〇
1000回以上

漏えいなし:OK
45.17MPa
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2.2.2 各ケースにおける安全評価試験の結果 

ここでは各ケースの外観試験、３次元形状測定、圧力サイクル試験及び破裂試験の結果を

示す。 

 

(1) ケース１：3m落下試験（垂直・水平・アングル、保護材なし） 

 

 

 

 

  

 サイクル試験
サイクル1,000回後の漏えい無

 破裂試験
破裂圧力 83.86 MPa
破裂位置 胴部（アングル衝突部）



Ⅰ-21 

 

(2) ケース２：7.7m/s比較用衝撃試験（垂直・水平・アングル、保護材なし） 

 

 

 

 

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃試験後の容器には以下のような損傷有

• アングル衝突時の傷（一部塗装の剥げ落ち）
• 胴部には5mm×5mm大きさの塗装剥げあり（繊維露出）
• 底部には10mm程度のひび有

• アングル落下の傷（傷長さ51mm、3m落下の結果と酷似）
• 容器底面には10mm程度のひびはあるが、3m落下試験の際のように
繊維が露出していることは無い

• 容器の凹み具合は３Dスキャンにより解析中

 サイクル試験
サイクル1,000回後の漏えい無

 破裂試験
破裂圧力 80.78 MPa
破裂位置 胴部（アングル衝突部）

• 7.7m/s衝撃試験後の容器の破裂圧力は80.78MPa
• 破裂位置はアングル落下の部分と推定
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(3) ケース３a：18m/s用衝撃試験（垂直・水平・アングル、保護材なし） 

 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃試験後の容器には7.7m/s衝撃時よりも激しい損傷有

• アングル衝突時の傷（約88mm）、凹み有
• バルブの曲がり有（ねじには影響無）
• 底部では塗装剥げが多い

 サイクル試験 実施無
 破裂試験
破裂圧力 43.52 MPa
破裂位置 胴部（アングル衝突部）

アングルが衝突した部分近傍のみ容器が破壊

• 破裂圧力は3m落下試験後容器の破裂圧力の約半分
• 本試験の破裂圧力は最小破裂圧力を下回る
• 容器が周方向に完全に破断していないのは、アングルが当った近傍のFRP層が
健全であったために部分的な容器破裂になったと考えられる
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(4) ケース３b：18m/s用衝撃試験（垂直・水平・アングル、保護材なし） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等は無し
 衝撃試験後の容器には激しい損傷が認められる

• アングル傷（約90mm）、凹み有り
• 底部では塗装剥げが多い

 アングル衝突部は約10mmの凹み
 凹みの両端部は、直径方向に対して約4mmのふくらみ

 サイクル試験
サイクル回数818回にてLBBにて胴部より漏えい
試験後容器ではアングル傷の凹みが回復

 破裂試験
サイクル試験での漏えいのため、破裂試験は実施していない

• サイクル試験中にLBBにて容器胴部より漏えい
• サイクル試験後の容器は凹みがある程度回復していた
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(5) ケース４a：18m/s衝撃試験（垂直・水平・アングル、保護材 Aあり） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無

 衝撃試験後の容器に損傷等はあるが、保護装置無の結果と比較すると外
観上の損傷の程度は低い
• アングル傷は無いが、胴部に広範囲の凹は有
• 底部の中心にひび割れ（縦・横共に10mm程度）

 サイクル試験 実施無
 破裂試験
破裂圧力 38.46 MPa
破裂位置 胴部（アングル衝突部）

アングルが衝突した部分近傍のみ容器が破壊

• 保護装置Aにより容器FRP層の外観上の傷等は見当たらない
• ただし、保護装置Aのアルミ板により、アングルが当った部分だけでなく、その周囲
をも含めた広範囲に渡って凹み、FRP層が損傷を受けた。このため、実質的な傷長
さが増し、試験ケース3aと比較して破裂圧力が低下した。
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(6) ケース４b：18m/s衝撃試験（垂直・水平・アングル、保護材 Aあり） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無

 衝撃試験後の容器に損傷等はあるが、保護装置無の結果（試験ケース
3b)と比較すると外観上の損傷の程度は低い
• 直接的なアングル傷は無いが、胴部に広範囲の凹みがあり
• 底部の中心にひび割れ（縦・横共に10mm程度）

 アングル衝突によると思われる凹みは約4mm
衝撃時の影響でバルブが曲がったために、パッキンが露出

↑パッキン（白色）露出

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力：45.17 MPa
破裂位置：胴部

• 外観上、容器に損傷は無いが、数mm程度の凹みは有り
• （破裂圧力：45.17 MPa）＜（最小破裂圧力 67MPa）
• 破裂圧力は、試験ケース4a（破裂試験のみ：38.46MPa）の時と近い



Ⅰ-26 

 

(7) ケース５：18m/s衝撃試験（バルブからの落下、保護材なし） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃試験後の容器には外観上ほとんど損傷や凹みは無い
 三次元計測の結果からも容器には殆ど変形無し
 バルブのねじは手締めで取り外しできるが、バルブが曲がっていた

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力：92.85 MPa
破裂位置：胴部

• 外観上、容器には損傷や凹みは無いが、バルブは曲がっていた
• （破裂圧力 92.85MPa）＞（最小破裂圧力 67MPa）
• 破裂圧力は、3m落下試験時（試験ケース1）よりも高い値となった
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(8) ケース６：18m/s衝撃試験（バルブからの落下、保護材あり6）） 

 

 

  

                                                   
6 バルブについては十分な保護を行っていないことから、保護材の有無の影響はない試験

条件であった。 

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃試験後の容器には外観上ほとんど損傷は無い
 バルブのねじは手締めで取り外しできるが、バルブは曲がっていた
 更にバルブ先端には凹みもあり

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力：91.01 MPa
破裂位置：胴部

• 外観上、容器に損傷には認められず、容器の凹みも殆ど無し
• バルブには変形有り
• （最小破裂圧力 67MPa）＜（破裂圧力 91.01MPa）
• 破裂圧力は、3m落下試験時（試験ケース1）よりも高い値となった
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(9) ケース７：18m/s衝撃試験（アングルのみ、保護材 B） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃試験後の容器鏡部には外観上損傷無し
 容器胴部には若干の凹みと一部塗装にひび割れが認められる
 バルブには変形が認められた

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力：65.25 MPa
破裂位置：胴部

• 外観上、容器やバルブに損傷は認められず、容器の凹みも殆ど無し
• （破裂圧力 65.25MPa）＜（最小破裂圧力 67MPa）
• 最小破裂圧力×0.9=60.3MPaの値は上回っている
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(10) ケース８：18m/sドローン衝撃試験（アングルのみ、保護材 B、釣り方：底面） 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 衝撃後の容器の鏡部には外観上の異常は無し
 バルブも手締めで締結が可能
 胴部には一部引っ掻き痕と思しき傷有り（数mm～50mm程度、10本程度）

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力：89.03 MPa
破裂位置：胴部

• 容器の外観には多少の傷があったが、凹みは殆ど無し
• （最小破裂圧力 67MPa）＜（破裂圧力 89.03MPa）
• 破裂圧力は、3m落下試験時（試験ケース1）よりも高い値となった
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(11) ケース９：18m/sドローン衝撃試験（アングルのみ、保護材 B、釣り方：側面） 

 

 

 

  

外観検査 三次元形状測定

全景

損傷部／
断面図

 外観検査・３次元形状測定
 衝撃試験前の容器には損傷等無
 鏡部や底部には損傷無し
 バルブの変形も無し
 アングルが当ったと思しき胴部には3mm程度の微小傷有り
 胴部には殆ど変形無し

 サイクル試験
サイクル回数1,000回後の漏えい無し

 破裂試験
破裂圧力： 93.31 MPa
破裂位置：胴部

• 外観上、容器やバルブに損傷は認められず、容器の凹みも殆ど無し
• （最小破裂圧力 67MPa）＜（破裂圧力 93.31MPa）
• 試験ケース８と同じく容器の破裂圧力は、3m落下試験時（試験ケース1）よりも
高い値となった
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2.2.3 バルブの気密試験結果 

本安全評価試験においては、バルブからの落下を想定したケース５及びケース６、ドロー

ンに装着したケース８及びケース９を対象に、バルブの気密試験及び耐圧試験を実施した。 

上記の結果、以下の結果を得ることができた。 

 

 バルブに直接アングルを衝突させた場合、バルブの気密試験及び耐圧試験では漏え

いが認められた。（ケース５、６） 

 容器をドローンに搭載した状態で、ドローン本体にアングルを衝突させた場合では

バルブからの漏えいは無い。（ケース８、９） 

 サイクル試験及び破裂試験において容器ねじ部からの漏えいが無かったことを踏ま

えると、バルブとアダプターの間に隙間が見られたり、気密・耐圧試験で漏えいした

りしたのは衝撃によってバルブ本体やバルブのねじが曲がったことが原因であると

考えられる。 

 

 

（左上）ケース５：18m/s衝撃試験（バルブからの落下、保護材なし） 

（右上）ケース６：18m/s衝撃試験（バルブからの落下、保護材あり） 

（左下）ケース８：18m/sドローン衝撃試験（アングルのみ、保護材 B、釣り方：底面） 

（右下）ケース９：18m/sドローン衝撃試験（アングルのみ、保護材 B、釣り方：側面） 

図 2.14 気密試験及び耐圧試験に供したバルブ 
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2.3 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器の衝撃試験の検証項目に対する知見 

2.1.1に示す①～④の検証項目に対し、本調査により以下の知見を得ることができた。 

 

① 落下試験の結果に基づく台車による加速衝撃試験の妥当性の確認 

今回の衝撃試験では、容器の地面衝突時に想定される、容器と地面の相対速度を同一

にし、静止した容器に、速度を持った台車を衝突させて、落下時の衝撃を模擬している。

実際の落下では、軽量な容器が、質量が膨大な地盤に衝突することとなる。一方で、衝

撃試験では、地盤よりは質量の小さい台車を軽量な容器に衝突させるモデルとしてい

る。台車と地盤の質量が同じであれば、相対速度が同一の物理現象は等価となる。台車

の質量は地盤と比して小さいが、容器の質量よりは十分大きいため、今回の衝撃試験に

より生じる現象は、相対速度が同一であれば、容器が地面に衝突した際のものと等価で

あると判断した。 

また、本試験のケース１及びケース２において、それぞれ破裂圧力が、83.86MPa、

80.78MPaであった。これらの結果から、今回実施した質量の大きい台車を試験体に衝

突させる衝撃試験と、落下試験の結果がほぼ同等であることが分かった。 

以上から、質量の大きい台車を所定の速度で衝撃を与えることは、落下試験の代替方

法となる可能性があることが分かった。 

 

 

図 2.15 落下試験と衝撃試験の概要 

 

② 高度 150mからの落下に対する安全性の確認 

ケース３の試験結果より、保護装置を装着していない容器に対しては、150mからの

落下（衝突時の速度を 18m/s と想定）が生じた場合には、最高充填圧力に対する圧力

サイクル試験では、約 800 回程度であり、破裂圧力は、最小破裂圧力（67MPa）未満

の約 43MPaであった。 

ケース４及びケース７の結果から、保護装置を装着した容器に対しては、150mから

の落下（衝突時の速度を 18m/s と想定）が生じた場合には、最高充填圧力に対する圧

力サイクル試験では、1,000 回以上の繰り返しを満たし、破裂圧力は、保護装置 B で

3.0m 衝撃時の速度
7.7m/s

＜3m落下試験と模擬した衝撃試験＞

鉄板

HYGEで
台車を押す

落下試験体の破裂圧力：約83MPa
衝撃試験体の破裂圧力：約81MPa

⇓
ほぼ同等の破裂圧力

＜150m落下と模擬した衝撃試験＞

150m 衝撃時の想定速度
18m/s（安全率1.2を考慮）

鉄板

HYGEで
台車を押す

相対速度を1.2倍としているため
安全側の設定である

⇓
安全側の評価コンクリート 地 球（剛体）

（容器に比
べ十分大き
い質量）

（容器に比
べ十分大き
い質量）

（剛体）
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は、約 65MPaと、最小破裂圧力（67MPa）の 90%を満たす結果となった。 

ケース８及びケース９の結果から、ドローン容器（保護装置 B を含む）を装着した

状態で 150m からの落下（衝突時の速度を 18m/s と想定）が生じた場合には、最高充

填圧力に対する圧力サイクル試験では、1,000回以上の繰り返しを満たし、破裂圧力も

健全な容器とほぼ同等であることが分かった。 

以上から、保護装置の装着やドローンの筐体による保護によって、現行の KHKS0121

の落下試験に対するクライテリアを満たし、安全性を確保することができることが分

かった。 

 

③ 容器あるいはドローンの落下時のさまざまな姿勢に対する安全性の確認 

③―１：バルブからの落下に対する姿勢 

ケース５（保護装置なし）及びケース６（保護装置あり）の試験結果より、バルブか

らの衝突に対し、容器の安全性に対しては、圧力サイクル試験結果は、1,000回以上を

満たし、破裂圧力試験は、ほぼ健全な容器と同等であった。 

一方、バルブの気密試験、耐圧試験結果として、ケース６に対しては、最高充填圧力

相当の約 20MPaの気密試験に対して、明らかな漏えいが生じる結果が得られた。一方、

保護装置を装着していないケース５に対しては、約 20MPaの気密が確認できたが、安

全弁よりわずかながら、漏えいが確認できた。 

これらの結果から、バルブから落下し、衝撃が生じた場合には、容器の健全性が保た

れている可能性があるが、バルブからの水素漏えいが生じる可能性があり、水素ドロー

ンが落下した際には、留意が必要である。 

 

③―２：ドローンに装着した状態の姿勢 

ケース８及びケース９の試験結果より、ドローンに容器が装着され、ドローンと同時

に落下が生じることを想定したケースを２つの姿勢にて検証した。その結果、両方のケ

ースとも、容器の安全性に対しては、圧力サイクル試験結果は、1,000回以上を満たし、

破裂圧力試験は、ほぼ健全な容器と同等であった。また、バルブからの気密性も保たれ

ていることが確認された。 

これらの結果から、ドローンの筐体が容器を保護することにより、容器本体及びバル

ブも含み、安全性が確保される可能性があることが分かった。 

 

④ 保護付き容器の効果検証 

ケース４及びケース７の結果から、保護装置を装着した容器に対しては、150mから

の落下（衝突時の速度を 18m/s と想定）が生じた場合には、最高充填圧力に対する圧

力サイクル試験では、約 1,000回を満たすことが分かった。また、破裂圧力は、保護装

置 Bでは、約 65MPaと、最小破裂圧力（67MPa）の 90%を満たす結果となったが、

保護装置 Aでは、約 45MPaと、保護装置を装着していない場合とほぼ同等となり、保
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護装置の効果がほぼ見られない結果となった。 

 

2.4 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器の安全性に関する知見の整理 

水素ドローンにおける高圧ガス容器の安全性に関して、容器からの漏えい、容器の破裂圧

力、バルブの気密性について以下の知見を得ることができた。 

 

① 容器からの漏えいについて 

 保護装置が無い状態で、容器に 18m/s の衝撃を与えた場合、圧力サイクル試験

では 1,000 回未満で漏えいした（表 2.3 の黄色）が、保護装置やドローンの筐

体による保護があれば、圧力サイクル試験で 1,000 回は漏えいしないことが分

かった。 

 容器本体ではなく、バルブやドローンに衝撃を加えた場合でも、圧力サイクル試

験で 1,000サイクル後の漏えいはなく、破裂圧力もほぼ容器の実力値（表 2.3の

青字）であり、バルブやドローンが衝撃を一定程度吸収し、容器の損傷を抑える

ことが可能であることが分かった。 

 

② 容器の破裂圧力について 

 保護装置付きの容器に、18m/sの速さで容器に衝撃を与えた場合、保護装置Ａで

は、KHKS0121に規定されている評価基準である、「最小破裂圧力×0.9」（今回

の容器では 60.3MPa）を下回る結果となった。 

 一方で、保護装置Ｂでは、今回の破裂圧力が、KHKS0121の評価基準を上回り、

製造時の 3m 落下試験で確認すべきものと同等程度の安全性が得られることが

分かった。 

 上記に加え、ドローンの筐体自身が保護の役割を示し、KHKS0121の評価基準

を上回り、容器の破裂圧力も、健全な状態とほぼ変化がないことが分かった。 

 衝撃後の容器の外観上の損傷が殆ど認められない場合でも、容器の破裂圧力が

著しく低下しているケースがあった（試験ケース 4a,4b,6）ことから、容器の外

観のみで損傷の程度を把握することは困難であることが分かった。 

 

③ バルブの気密性について 

 バルブからの落下を想定したケース５及び６においては、ケース６（保護装置 A

付き）では明らかに変形が大きく、気密性を保つことができなく、ケース５（保

護装置なし）では、最高充填圧力を維持することができたが、目視で確認できな

い程度の漏えい（発泡水をつけることにより確認した）が生じる結果となった。

この結果より、ドローンが落下した場合においては、外観では漏えいの有無が確

認できないことから、基本的には、落下時には漏えいが生じているものと扱うこ

とが望まれる。 
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※なお、ケース５及び６では、容器に対する保護装置は確保したが、バルブに対

する保護については、同レベルであり、ほぼ保護がない状態であった。 

 ドローンに容器を装着させた場合の、ケース８及び９においては、ドローンの筐

体に保護されている状況もあり、バルブの気密性についても確保されているこ

とが分かった。 
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第3章 水素燃料電池ドローンにおける高圧ガス容器のクライテリアについて 

2.1 に示す衝撃試験を行った後、2.2 容器の圧力サイクル試験及び破裂試験、バルブの耐

圧試験及び気密試験等を行い、容器あるいはバルブからの漏えいの有無や、その耐久性・健

全性の確認を行った。現状、高圧ガス容器単体の衝撃によるリスクに係る知見は一定程度あ

るものの、高度 150mから落下した容器、保護装置を装着した容器、ドローンに装着した容

器への衝撃によるリスクに係る知見は国内外を通じて存在しない。このため、本調査におけ

る検討会においては、衝撃試験を行った容器や保護装置等について、いかなるクライテリア

を置き、評価するかという点について検討を行った。 

検討の結果、水素ドローンの設計飛行高度から落下した後の容器に対して、現行の

KHKS0121 における 3m 落下試験後の容器に対する要求事項と同じ基準を適用することと

した（ただし、限定的なケースにあっては例外を許容）。そのため、ドローンの想定飛行高

度から、2.1章で示した落下試験に相当する衝撃試験を実施し、圧力サイクル試験により変

形、漏れがないことを確認し、圧力試験後の破裂試験により破裂圧力が最小破裂圧力に 0.9

を乗じた値以上であることを要求することとした。 

表 3.1に KHKS0121に要求事項（再掲）を示す。 

 

表 3.1 KHKS0121 の要求事項（再掲） 

評価項目 KHKS0121の要求事項 

落下試験 ・バルブを装着し試験を実施すること 

・3mの高さからの落下 

・平面に対して垂直、水平の姿勢で落下させること、さらにアング

ル状の突起物に対して水平の姿勢で落下させること（合計 3回の

落下を想定） 

・落下試験後、圧力サイクル試験 1,000回以上に対して、変形、漏

れがないこと 

・圧力サイクル試験後に破裂試験を実施し、破裂圧力が、最小破裂

圧力に 0.9を乗じた値以上であること 
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第4章 水素燃料電池ドローンの技術基準の検討 

 

4.1 これまでの検討経緯 

水素燃料電池ドローンにおける技術基準の検討は、「平成３０年度新エネルギー等の保安

規制高度化事業（水素燃料電池ドローン等に係る基準作成の検討等に関する調査）」におい

て実施した検討（以下、「昨年度の検討」という。）で得られた論点と優先順位の整理結果を

もとに開始した。 

昨年度の検討では、現状国内での水素ドローンの技術が研究開発の段階にあり、飛行の実

績がないことを踏まえて、普及に向けた次のステップとして実飛行を行うことを目的に、安

全性の確保に必要な項目を「短期的に優先度が高いもの」と位置づけて整理した。その先の

普及拡大期においてユーザーのニーズや利用の形態が多様化する状況において発生する可

能性が高いと指摘を受けた論点に関しても、短期的な技術基準検討のターゲットには含め

ないものの重要な内容であると位置づけ、それらについては「中長期的な対応検討が必要な

もの」との記載を行った。 

今年度は、早期の水素燃料電池ドローンの実現に向けて、短期的に優先度が高い課題を満

たす位置づけで、技術基準の検討を行った。 

表 4.1に昨年度の検討における技術基準検討に向けた論点と優先順位のまとめを示す。 

 

表 4.1 昨年度の検討における技術基準検討に向けた論点と優先度のまとめ 

 

  

大項目 項目
短期的に
優先度が
高いもの

中長期的
な対応の
検討が必
要なもの

備考

全体 検討対象とする容器について 〇
ドローン専用容器の利用ニーズが高まった場合に改めて技術基準の必要
性について検討が必要。

①容器

材料について 〇
Type4容器、あるいは低温脆性のある容器の利用ニーズが高まった場
合に検討が必要

耐用年数について 〇
運用にあたって、短期間に多数の充填が実施されるような用途が明らか
になった場合、容器の寿命とその把握手段についての検討が必要。

再検査について 〇
運用にあたって、短期間に多数の充填が実施されるような用途が明らか
になった場合、容器の寿命とその把握手段についての検討が必要。

②移動
容器搭載済の水素燃料電池
ドローンの陸上移動について 〇

容器搭載済みのドローンの陸上移動が運用上重要なことを確認の上、
車両振動に対する適切な措置の検証が必要。

③消費

空中飛行時の安全性につい
て 〇

一般則に抵触しない飛行に向け、特に空中飛行時の機体振動が搭載容
器へ与える影響と悪影響を防ぐ措置の、実証を交えた検討が昇給に必
要。

空中飛行中の水素燃料電池
ドローンが落下した場合の容
器の影響について

〇
一般則に抵触しない飛行に向け、飛行時の水素燃料電池ドローンからの
容器の落下について、落下時リスクの整理や、落下後の事故や悪影響を
防ぐ措置について、実証を交えた詳細な検討が早急に必要。

保安確保の主体について 〇 〇
短期的には想定される容器の提供手段を踏まえ、ガス事業者が容器保
安の主体になると考えられるが、想定される運用携帯の確認が必要。
長期的には、ユーザーが容器への充填等を希望する場合の枠組み整理
が必要。

今年度の検討範囲
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4.2 今年度の検討開始にあたって 

今年度の検討開始にあたっては、ユースケースを想定し、当該ユースケースを念頭に表 

4.1に示す論点について検討を行った。 

 

4.2.1 想定したユースケース 

昨年度の検討においては、想定されるユースケースとして、農薬散布、災害時対応、測量・

インフラ点検、物流が挙げられた。表 4.2 に産業用ドローンの利用シーンとドローンの課

題・長時間飛行ニーズを示す。 

 

表 4.2 産業用ドローンの利用シーンとドローンの課題・長時間飛行ニーズ7 

 

 

  

                                                   
7 JUAV・プロドローン社発表内容に基づく 
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また、昨年度の調査においては、ドローンメーカーに対してヒアリング調査を実施し、表 

4.2に示す中でも直近のニーズとして挙げられているユースケースとして、農薬散布及び過

疎地での物流に着目し、検討を開始した。農薬散布、過疎地の物流での水素ドローンの活用

条件として、以下の条件を仮定した。 

 

 容器の所有者はガス事業者が所有することとし、ドローンユーザーは、容器へのガス

の充填を実施しないことを前提とした（現状、これまで高圧ガスを扱ったことのない

ドローンユーザーが高圧ガスの製造所の資格を短期で取得するのが困難なこと、ま

たドローンユーザー向けに限定した高圧ガスの充填に関する技術基準を短期で作成

することが困難であるため）。 

 ドローンユーザーは、主に以下の取扱いを行うことを想定した。 

 容器は常に複数本保管することを想定（貯蔵が生じる） 

 高圧ガス容器を車等で、移動する可能性があることを想定（移動が生じる） 

 上記に加え、高圧ガス容器をドローンに装着させ飛行させることを想定（消費、

移動が生じる） 

 高圧ガスの貯蔵、移動、消費に係る法令に準拠し、必要に応じて資格を取得すること

も併せて前提とした。 

 また、ドローン用の容器は、短期的に実現可能な条件として、既存容器を活用するこ

とを前提とした。 

 

図 4.1に水素ドローンのユースケースの詳細を示す。 

 

 

図 4.1 水素ドローンのユースケースの詳細 

 

  

ガス事業者

容器を回収し、
再充塡を実施し
、再度物流業者
・農業法人へ輸
送する

ガスの販売

ドローンユーザー①
過疎地での物流業者（自治体、民間法人）
※容器への高圧ガスの充塡はしない
※容器は常に複数本保管
※貯蔵、移動等については現行法令を遵守
することを前提

ドローンユーザー②
農業法人（法人）

※容器への高圧ガスの充塡はしない
※容器は常に複数本保管
※貯蔵、移動等については現行法令を遵
守することを前提
※個人事業主の農薬散布業者も存在する
が、要求事項は農業法人と同様とする

容器の回収

ガスの販売

容器の回収

 物流業者が業者の拠点よりドローンを飛行さ
せ、過疎地で物資を運搬する。

 貯蔵、移動等は、法に準じた方法で行う。

 農業法人が農地に赴き、ドローンを飛行さ
せ、農薬散布を実施する。

 農地に赴く際に、水素タンクをドローンと一緒
に輸送する。

 貯蔵、移動等は、法に準じた方法で行う。

農地

水素燃料電池
ドローンの移動
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4.2.2 水素ドローンの技術基準の作成に向けた論定の再整理 

昨年度の検討成果をもとに論定の再整理を行った。あわせて、現行の技術基準を満たすと

判断できない項目については、適宜、経済産業大臣特別認可の取得が必要な項目として整理

した。 

表 4.3 に高圧ガス保安法の主な要求事項と 4.2.1 に示すユースケースを前提として水素

ドローンにおける注意点について整理した。これらの注意点を踏まえ、検討を行い、ガイド

ラインに対応方法を記載した。 

 

表 4.3 高圧ガス保安法の主な要求事項と水素ドローンにおける注意点 

 項目 高圧ガス保安法の主な要求事項 

（詳細は法令を確認する必要あり） 

水素ドローンにおける注意点 

1 容器 水素ドローンに搭載する高圧ガス容器

は、技術基準上、使用環境に応じた適切

な材料や肉厚、構造及び使用により製造

する必要がある。 

既存容器を活用することを前提

とし、２以下で必要な安全措置

を講じる。 

2 消費 高圧ガスの消費にあたっては、転落、転

倒等による衝撃を受けないよう、粗暴な

扱いをしないことが必要である。 

ドローンに装着した高圧ガス容

器が、落下した場合には、「粗暴

な取扱い」に該当する可能性が

高い。 

3 貯蔵 高圧ガス容器は、通風性が良い場所で保

管し、安全性を確保する必要がある。 

現行の技術基準に従った貯蔵方

法を行うことにより適合する。 

4 移動 高圧ガス容器は、移動の際に転落、転倒

等による衝撃及びバルブの損傷を防止

する措置を講じ、粗暴な取扱をしないこ

と。 

ドローンに装着した高圧ガス容

器が、落下した場合には、「粗暴

な取扱い」に該当する可能性が

高い。 

5 廃棄 容器とともに行わず、可燃性ガスの廃棄

は、火気を扱う場所又は引火性若しくは

発火性の物を堆積した場所及びその付

近を避け、大気中に放出して廃棄すると

きは、通風の良い場所で少量ずつ放出す

ること。 

現行の技術基準に従った廃棄方

法を行うことにより適合する。

しかし、廃棄の際の水素の取扱

いについては、十分に留意する

必要があり、ここで整理した。 

6 緊急事

態対応 

高圧ガス容器が危険な状態になった場

合、漏えい又は破裂等の事故が発生した

場合を想定し、対応を明確にする必要が

ある。 

現行の技術基準に準拠した緊急

時対応方法を行うことにより適

合する。しかし、緊急時の対応に

おける水素の取扱いには、十分

に留意する必要があり、ここで

整理した。 
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4.3 技術基準作成にあたっての各種検討 

 

4.3.1 現行技術基準を満たさない項目への対応について 

水素ドローンは、落下のリスクを有する航空機であるため、表 4.3に示すように、水素ド

ローンが落下し、高圧ガス容器が一定高度からの落下衝撃が生じた場合は、消費及び移動の

技術基準で明記している「粗暴な取扱い」に該当する可能性が高いものであると考えられる。

そのため、ガイドラインにおいては、以下の要件を満たすことを要求することとした。 

 

① 搭載する高圧ガス容器が、飛行時に落下した場合にうける衝撃に対して十分な強度を

有しているかどうか評価する 

② 上記にあたって、必要に応じ安全措置を講じる 

③ 上記を踏まえ、「粗暴な取扱い」に係る事項については、経済産業省大臣特別認可（以

下、「大臣特認」という。）の取得を要件とする 
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4.3.2 緊急時及び廃棄における水素の取扱いについて 

 

(1) 水素の特性について 8) 

水素（H2）は無色、無臭で、最も軽い物質である。水素の主な性質を、表 3.1に示す。水

素は、酸素あるいは空気と混合して着火すれば、爆発的に反応して水を生成する。水素と酸

素の体積比が 2:1の混合ガスは、特に激しい爆発を起こして化合するので、爆鳴気と呼ばれ

ている。 

 

表 3.1 水素の主な特性 

モル質量   [g/mol] 2.016 

融点     [K] 14.0 

沸点     [K] 20.28 

臨界温度   [K] 33.2 

臨界圧力   [MPa] 1.316 

爆発範囲   [vol%] 4.0～75 

 

 水素は希ガス以外のすべての元素と結びつき、種々の水素化合物をつくるが、この中で金

属との化合物を一般に金属水素化合物と呼んでいる。水素は還元性が強く、高温で金属の酸

化物または塩化物と反応して金属を遊離する。また、水素はハロゲン元素と激しく反応して、

ハロゲン化水素をつくる性質をもっている。 

水素と空気または酸素との爆発混合物の発火点は 500℃以上と高いが、特定の微粒触媒な

どのもとでは常温でも容易に発火する。また、水素ガスが高速で容器から噴出すると、摩擦

などにより発生する火花、断熱圧縮により発生する熱あるいは静電気放電などにより発火

することがある。 

 

(2) 水素の取扱いにおける注意点 

0(1)に示すように、水素は無色無臭で、軽く、場合によっては爆発を引き起こす可能性が

ある性質を有する。そのため、水素ドローンの活用にあたっては、以下に示す注意点を十分

に把握し、水素を取り扱う必要がある。 

 水素は、常温常圧で無色無臭のガスである。そのため、万一ドローンが落下し、高圧

ガス容器に衝撃が生じた場合、近づくことにより、ガスが漏えいしているかどうか直

ちに人が判断できず、そのためには専用のガス検知器が必要になることに留意する

必要がある。また、落下した際には念のため、漏えいしているものとして対処した方

がよい。 

 水素は、可燃性のガスであり、燃焼範囲としても低濃度から着火するという特徴を有

                                                   
8 出典：「圧縮水素スタンドセーフティテクニカルガイド上巻」（H29.8, 高圧ガス保安協

会）を一部加筆 
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する。そのため、落下した容器の周辺に火気が存在し、水素が漏えいした場合に、高

圧ガス容器に着火し、爆発する危険性がある。そのため、高圧ガス容器に衝撃が生じ

た場合には、まずは周辺に火気や引火性のものがないか確認し、ある場合は周辺にい

る者に退避を促し、高圧ガスの取扱いの専門家に連絡する必要がある。また、火気や

引火性のものがない場合にも、ガスを放出する場合には、細心の注意が必要である。 

 水素が漏えいし、燃焼した場合においても、火炎は無色であることから、直ちに燃焼

しているか判断できないことに留意する必要がある。漏えい音が聞こえる場合もあ

るが、いずれにしても細心の注意が必要である。 

 水素は、非常に漏れやすく、軽いことから、拡散しやすい特徴をもつ。そのため、水

素が屋内、車内等の閉空間で漏えいが生じ、空間内に滞留し、その空間に火気や引火

性のものが存在する場合には、爆発事故が生じる危険がある。そのため、水素を保管

する場所等には、火気や引火性のものから距離を置き、常に通風性を良くする必要が

ある。また、高圧ガス容器から水素を放出する作業が生じた場合には、屋外において

も通風性がよい状況であるかどうかの判断が必要となる。 

 水素は金属やカーボン等を脆化させる特徴をもつ。そのため、長時間に渡って水素を

利用しない場合は、ガスの放出又はガス事業者に返却することが望ましい。なお、高

圧ガス容器は、容器種別により決まる一定期間（アルミニウム合金ライナー・炭素繊

維一般複合容器の場合は 3 年）の間隔で、再検査を実施する必要があることに留意

する必要がある。 

 

(3) 漏えい時の具体的な措置方法9) 

水素が漏えいしている際の具体的な措置の方法として、以下の対応が想定される。しかし

(2)に示したように、漏えいの有無の確認が困難であることから、漏えいしていることを前

提とし、危険な状況でないことを確認し、高圧ガスの取扱いの専門家に連絡することが望ま

しい。 

 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 

 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 

 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 

 関係者以外の立入りを禁止する。 

 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 

 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはい

けない。 

 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用

する。 

 風上に留まる。 

 低地から離れる。 

                                                   
9 厚生労働省HP：職場のあんぜんサイト 
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 密閉された場所に立入る前に換気する。 

 ガスが拡散するまでその区域を立入禁止とする。 

 封じ込め及び浄化の方法及び機材 

 危険でなければ漏れを止める。 

 可能ならば、漏洩している容器を回転させ、液体でなく気体が放出するようにす

る。 

 蒸発を抑え、蒸気の拡散を防ぐため散水を行う。 

 下水溝、通気装置あるいは閉鎖場所から蒸気が拡散するのを防ぐ。 

 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 

 この物質は蒸発させてもよい。 

 

(4) 廃棄上の注意点 9) 

廃棄上の具体的な注意点について以下に示す。 

 残余廃棄物 

 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 

 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体

がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 

 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理

を委託する。 

 汚染容器及び包装 

 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従

って適切な処分を行う。 

 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 
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4.3.3 落下衝撃を受けた容器の取扱いと評価クライテリアについて 

落下衝撃を受けた容器については、2.4章の安全評価試験の考察に示したように、容器の

外観のみで損傷の程度を把握することが困難であること、気密試験で圧力を維持するが、目

視で確認できない程度（発砲水で確認することができた）の微量な漏えいが生じる可能性が

あることが分かった。そのため、落下衝撃を受けた容器等の取扱いには、十分な注意が必要

であり、容器等を使用し続けることには安全上のリスクが存在することが再確認できた。以

上から、落下衝撃を受けた容器等に対しては、必要な措置を行い、原則として破棄すること

が必要であることを要求することとした。 

一方、水素ドローン用の高圧ガス容器に対しては、KHKS0121と同等のクライテリアを

適用することとした。KHKS0121 は、3m からの落下衝撃等による損傷を受けた容器を想

定し、圧力サイクル試験（1,000 回以上）及び最小破裂圧力×0.9 を満たすことを要求した

ものであり、落下衝撃後の廃棄を前提とした場合には、過剰なクライテリアであるとの意見

もあった。 

以上から、水素ドローン用の高圧ガス容器のクライテリアは、管理された区域での実証実

験等、ごく限定的な条件で使用される場合等において、安全性を担保する方法が個別審査で

認められた場合には、このクライテリアに限定しないこととした。 
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4.4 技術基準（案）の作成について 

 

4.4.1 技術基準（案）の概要について 

本検討で実施した技術基準（案）の表題は、「水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの

安全のためのガイドライン（案）」というタイトルとした。なお、「粗暴な取扱い」に係る事

項については、大臣特認の取得を前提とすることで整理した。また、中長期的には、活用事

例が増加し安全性担保に必要な条件が蓄積されれば、一般化し、大臣特認を不要とすること

を検討することも明記した。 

図 4.2にガイドラインの全体像と位置づけを示す。 

 

 

図 4.2 ガイドラインの全体像と位置づけ 
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4.4.2 ガイドラインの全体構成 

本検討で作成したガイドラインの目次構成を図 4.3に示す。 

第１章では、大臣特認の取得を要する事項（表 4.3に示す「粗暴な取扱い」に係る事項）

について、大臣特認申請時に準備・説明すべき点を中心に、具体的に用意すべき資料も例示

し、説明を行った。また、申請者は、ドローンに搭載する容器が万一落下した場合の衝撃緩

和措置などモノの安全性のみならず、販売先のユーザーの安全性を担保することを明記し

た。 

第２章では、その他、水素ドローンユーザーが遵守すべき事項について整理した。ここで

示す遵守すべき事項は、高圧ガス保安法に則ったものであり、高圧ガス容器を安全に利用す

るための特に注意すべき点をまとめたものである。 

第３章では、参考資料として、水素に関する情報（特性・取扱いにおける注意点・その他

教育資料）、大臣特認申請手続き、関連法令を添付した。特に、申請者並びにユーザーにお

いては、水素の特性、取扱いの注意点を把握、理解し、安全に活用されることが望まれる。 

 

 

図 4.3 本調査で作成したガイドラインの全体構成 

 

  

使用場所に応じた
・ 落下時の衝撃緩和措置
・ 適切な容器及び機体の使用 等

ユーザーの安全
な運用を担保

ガイドライン第１章 ガイドライン第２章

水素ドローンの活用にあたって
遵守すべき事項【事後規制】

水素ドローンのユーザーが
遵守すべき範囲

・容器を温度40度以下に保持
・湿気、水滴による腐食を防止

等・ユーザーの特定
・座学講習 等

経済産業大臣特別認可（＝「粗暴な取扱い」）
に係る事項【事前規制】

水素ドローンの製造者・販売者（水素ドローンメーカー等）が
遵守すべき範囲
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4.4.3 ガイドライン（案）の詳細な記載内容 

本検討により作成したガイドライン（案）の目次別の記載内容について示す。なお、本検

討により作成したガイドライン（案）は、第Ⅰ部の添付資料として示す。 

 

表 4.4 ガイドライン（案）の目次別の記載内容（1/2） 

目次 記載事項 

序章 概要 

0.1 背景と本ガイドラインの位置

付け 

・1.1における背景及び 4.4.1に示す技術基準（案）

の概要について記載 

0.2 本ガイドラインの構成 ・4.4.2 に示すガイドラインの全体構成について記

載 

0.3 用語及び定義 ・用語及び定義について記載 

第 1章 経済産業省大臣特別認可に係る事項 

1.1 基本条件の明示 

1.1.1 責任主体・使用用途等 

1.1.2 機体の機能・性能 

1.1.3 容器及び附属品の基本情報 

・水素ドローンの大臣特認申請時に明示すべき事

項について記載 

・各項目について、明確にすべき事項とそれを説明

する資料を例示した 

1.2 安全措置 

 1.2.1 容器等の落下及び落下によ

る衝撃に係るリスクへの対

応 

 1.2.2 ユーザーによる運用におけ

る安全性担保の方法 

・“モノ”の安全性（1.2.1）、”行為”の安全性の観点

で、安全対策について、明確にすべき事項及びそ

れを説明する資料を例示した 

1.3 安全措置の具体例 

 1.3.1 実証実験の方法 

 1.3.2 試験結果の評価方法 

 1.3.3 ドローンに係る安全措置 

・安全措置の具体例として、第２章に示す衝撃試験

の実施の際に考慮した保護装置の例示、さらに安

全評価方法及び第３章で示したクライテリアに

ついて記載 

・さらに本検討で実証を行っていないが、現在開発

されているドローンでの保護装置について例示 

第 2章 水素ドローンの活用にあたって遵守すべき事項 

2.1 貯蔵の安全性 ・4.2.2 に応じ高圧ガス保安法で要求する項目別安

全規制に対して、（１）法令の要求事項、（２）（１）

を遵守するために具体的に必要な事項、（３）（２）

を説明するために必要な書類例を例示 

2.2 移動の安全性 

2.3 消費の安全性 

2.4 廃棄の安全性 

2.5 緊急事態への対応 
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表 4.4 ガイドライン（案）の目次別の記載内容（2/2） 

目次 記載事項 

第 3章 参考資料 

3.1 水素の特性について ・検討会の際に事業者等より要望があった緊急時及び

廃棄時を中心に、水素に関する注意点（本報告書 0

にさらに詳細に記載）としてガイドラインに記載 

3.2 水素の取り扱いにおける注

意点について 

3.3 その他教育資料 

3.4 経済産業大臣特認の申請手

続きについて 

・大臣認可に係る申請の手続きについて記載 

3.5 関連法令 ・第２章で参照した高圧ガス保安法の関連条文を抜粋

し、記載した 
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第5章 今後の課題 

本検討においては、NEDO 事業にて実施した水素ドローン用の高圧ガス容器の衝撃試験

結果を活用し、安全性の評価を行い、水素ドローンが高度 150m から落下した場合の影響

について把握するとともに、高圧ガス容器の保護装置やドローン本体の筐体の効果、バルブ

から落下した場合の漏えいの可能性等を把握し、大臣特認申請が必須であるが、ガイドライ

ン（案）の形として整理し、水素ドローンが現実的なものとすることができた。 

しかし一方で、今回の実験では、安全率を見込んだ試験を実施したが、様々な仮定を含ん

でいること、また評価方法として例示した衝撃試験の方法が、JARIの保有する設備を前提

とした方法であり、同様の試験を行うことが難しいといった課題もあることが分かり、今後、

申請を行う際には、改めて課題が生じることも考えられる。 

今後は、申請時の課題、実証実験等で得られた課題を明らかにし、データを蓄積すること

により、大臣特認の取得を前提としたガイドラインから、一般化に向けた取り組みが行われ

ることを期待する。 
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序章 概要 

0.1 背景と本ガイドラインの位置付け 

産業インフラの点検や物流等の領域において、ドローン活用による保安高度化や利便性

向上が期待されているが、最も重要なのはドローンを「安全に活用すること」である。 

現在、多くのドローンにはリチウムイオン電池等のバッテリーが電源として使用されて

いるが、バッテリーの容量が限定されており、飛行時間の制約がある。このため、より長時

間の飛行が可能となる「水素燃料電池」への需要・期待が大きい。 

一方で、高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号。以下同じ。）の省令においては、高圧

ガスの移動・消費時における高圧ガス容器の「粗暴な取扱い」を禁止している。水素燃料電

池に対する水素供給のために水素を貯蔵する高圧ガス容器をドローンに搭載することは、

当該容器が地上に落下した場合のリスク等に鑑みれば「粗暴な取扱い」に該当する蓋然性が

高いことから、一定高度以上で水素燃料電池ドローン（以下「水素ドローン」という。）を

飛行させることはこれまで困難であった。 

水素ドローン活用にあっては、搭載する高圧ガス容器等が、飛行時や万一地上へ落下した

時に受ける衝撃等に対して十分な強度を有しているかなど、高圧ガスを取り扱うことによ

る特有のリスクを評価し、必要な安全措置を講じることが必要である。これを踏まえ、国立

研究開発法人産業技術総合研究所（以下、「産業技術総合研究所」という。）及び高圧ガス保

安協会総合研究所による実証試験を行い、容器等の耐久性及び衝撃緩和措置の適当性につ

いて評価を行った。有識者委員会（水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調

査研究会）においては、当該試験結果も踏まえ、水素ドローンを高圧ガス保安の観点で安全

に活用するための要件を整理した。 

上記の「粗暴な取扱い」に係る事項については、経済産業大臣特別認可（以下「大臣特認」

という。）の取得を要件とし、大臣特認取得に当たり遵守すべき事項をまとめている（中長

期的には、活用事例が増加し安全担保に必要なデータが蓄積されれば、基準を通達等により

一般化し、当該基準に従えば大臣特認取得は不要とすることを検討する）。この他、水素ド

ローンの活用にあたり特に注意すべき安全規制についても記載している。 

 

図 0.1 全体像と本ガイドラインの位置付け 
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0.2 本ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、大きく２部構成となっている。 

第１章では、大臣特認の取得を要する事項（上記の「粗暴な取扱い」に係る事項）につい

て、大臣特認申請時に準備・説明すべき点を中心に説明している。申請者は、ドローンに搭

載する容器が万一落下した場合の衝撃緩和措置など、モノの安全性のみならず、販売先であ

るユーザーの安全性担保にも責任を負うものとする。 

第２章では、その他、水素ドローンのユーザーが遵守すべき事項をまとめている（基本的

に、大臣特認の取得は不要）。高圧ガス保安法令に定める安全基準のうち、水素ドローン活

用にあたり特に注意すべき点をまとめたものである。 

 

 

図 0.2 本ガイドラインの構成 

 

0.3 用語及び定義 

(1) 「ドローン」とは、航空の用に供することができる回転翼航空機等であり、構造上人が

乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができ、

産業用に供する無人航空機とする。 

(2) 「水素燃料電池ドローン」とは、水素と空気中の酸素を反応させ電気を起こす水素燃料

電池を電源として使用されるドローンをいう。 

(3) 「高圧ガス」とは、常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう）が 1MPa 以上となる

圧縮ガスであって現にその圧力が 1MPa 以上であるもの又は温度 35 度において圧力が

1MPa 以上となる圧縮ガスをいう（なおここでは、圧縮アセチレンガス及び液化ガスは

対象外とする）。 

  

   

使用場所に応じた
・ 落下時の衝撃緩和措置
・ 適切な容器及び機体の使用 等

ユーザーの安全
な運用を担保

ガイドライン第１章 ガイドライン第２章

水素ドローンの活用にあたって
遵守すべき事項【事後規制】

水素ドローンのユーザーが
遵守すべき範囲

・容器を温度40度以下に保持
・湿気、水滴による腐食を防止

等・ユーザーの特定
・座学講習 等

経済産業大臣特別認可（＝「粗暴な取扱い」）
に係る事項【事前規制】

水素ドローンの製造者・販売者（水素ドローンメーカー等）が
遵守すべき範囲
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第1章 経済産業大臣特別認可に係る事項 

序章に示すように、一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商産業省令第 53号。以下「一般

則」という。）等においては、高圧ガスの移動・消費時における高圧ガス容器の「粗暴な取

扱い」を禁止している。水素燃料電池に対する水素供給のために水素を貯蔵する高圧ガス容

器をドローンに搭載することは、当該容器が地上に落下した場合のリスク等に鑑みれば「粗

暴な取扱い」に該当する蓋然性が高いことから、高圧ガス保安法令に基づく大臣特認を取得

することが必要である。 

本章では、高圧ガスの移動・消費における「粗暴な取扱い」に係る大臣特認の申請・取得

に当たり必要な事項を示す。申請者の立場（水素ドローンの製造者・販売者等）の別に拠ら

ず、各事項について説明及び遵守の責務を果たすことが必要である。 

 

1.1 基本条件の明示 

1.1.1 から 1.1.3 までに示す事項を明確化し、説明できるようにすることが必要である。 

 

1.1.1 責任主体、使用用途等 

（１）明確にすべき事項 

 責任主体 

 使用用途 

 使用場所 

 使用条件 

 ドローンの管理・運用体制 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 責任主体に係る資料 

 高圧ガス容器の所有者又は管理者（ガス事業者を含む。）に係る資料 

 ドローンの管理・運用者に係る資料（国土交通省の許認可・届出等状況を含む。） 

 ドローンの操縦者に係る資料（ドローンの操縦士の資格、認定等を含む。） 

 非常時の連絡体制に係る資料 

 使用用途に係る資料 

 使用用途を記載した資料（例えば、「水素燃料電池の実証実験」、「農薬散布」の

ように記載。） 

 飛行計画（予定の飛行日時又は期間、飛行経路、飛行高度、機体及び機体諸元の

飛行内容に関するデータを含む。） 

 使用場所に係る資料 

 使用場所を記載した資料（例えば、「〇〇にある実証フィールド」「〇〇県△△郡

の農地」のように記載。） 

 周辺の民家や公共施設の有無、公道との距離を示す資料 

 使用条件に係る資料 
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 使用条件を記載した資料（具体的には、飛行可能／中止の判断条件等を記載。例

えば、天候、GPS等電波環境等。） 

 ドローンの管理・運用体制 

 ドローンの点検・整備マニュアル 

 ドローン飛行時の運用マニュアル（使用場所、使用用途に対応） 

 ドローン操縦技量維持のためのマニュアル 等 

 

1.1.2 機体の機能・性能 

（１）明確にすべき事項 

 機体等のスペック 

 その他機能・性能 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 機体等のスペックを示す資料 

 機体の製造業者、名称、製造番号、設計図、写真、機体の大きさ、プロペラの数 

 機体の重量（機体本体の重量及び飛行に必要な水素燃料電池（高圧ガス容器を含

む。）の重量の合計）並びに最大離陸重量 

 耐風性能、飛行高度、最高速度、最大飛行時間、航続距離、ペイロード 

 運用条件（気象条件等、ドローンを飛行させるための条件） 

 操縦装置の製造業者、名称、製造番号、写真、仕様、設計図 

 その他機能・性能を示す資料 

 通信系統の機能・性能 

 推進系統の機能・性能 

 電源装置の機能・性能 

 自動制御系統の機能・性能 

 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」（国土交通省航空局長通達）

に示す機能・性能を有すること 

 業界団体等が推奨する機体の機能・性能や、認証の取得状況、独自に開発したリ

スクを最小限とする機能 等 

 

1.1.3 容器及び附属品の基本情報 

（１）明確にすべき事項 

 容器及び附属品（以下「容器等」という。）の基本特性 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例 

 容器等の基本特性を示す資料 

 容器等の仕様 

 容器等の型式番号、製造業者、種類（容器：一般複合容器、一般継目なし容
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器など、附属品：電磁式、手動式など）、適用技術基準、充塡ガス 

 外径、全長、内容積（公称値）、重量（公称値） 

 最高充塡圧力、最小破裂圧力、耐圧試験圧力、自緊処理圧力 等 

 容器等の設計図 

 容器等の使用環境及び使用環境に関する条件 

 容器等の材料及び材料の組成、強度等を示すミルシート等の資料 

 容器等の構造、肉厚、強度設計を示す構造計算書等の資料 等 

 

1.2  安全措置 

 “モノ”の安全性（1.2.1）及び“行為”の安全性（1.2.2）の双方の観点で、安全措置を

講じる必要がある。具体的な例（安全措置の適当性を評価するための方法）については、第

1.3節を参照のこと。 

 

1.2.1 容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスクへの対応 

（１）明確にすべき事項 

①ドローンの飛行条件等に係る情報（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも提出を要しない。） 

②容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた対応に

係る事項 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも再提出を要しない。） 

①ドローンの飛行条件等に係る情報に関する資料 

 ドローンの飛行高度、万一落下した場合に想定される速度 

 

   ②容器等の落下及び落下による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた対応に

係る事項に関する資料 

 容器等がドローンから落下することを防止する措置（容器及びドローン機

体の定着方法等）を示す資料 

 落下衝撃を緩和するための措置（保護装置等）を示す資料（安全性を確認す

るための試験等を実施した場合にあっては、その試験方法及び結果を含む。）  

 その他容器等の落下等による衝撃に係るリスク及び当該リスクを踏まえた

安全性担保のために必要な情報・措置に係る資料 

 

1.2.2 ユーザーによる運用（主に水素ドローンの飛行時）における安全性担保の方法 

（１）明確にすべき事項 

 水素ドローンを使用する予定のユーザー 

 当該ユーザーに対する必要な訓練・教育の内容及び方法 



6 

 

 万一ドローン又は容器等が落下した場合の対応方法 

 その他ユーザーによる運用における安全性担保のために必要な事項 

 

（２）（１）の説明に必要となる資料の例（1.1に記載する資料に含まれる場合にあっては、

必ずしも再提出を要しない。） 

 具体的にどのようなユーザーが水素ドローンを使用するのか（用途、場所、高圧

ガスの取り扱いに係る経験・能力等）を明示する資料 

 当該ユーザーに対する必要な訓練・教育の具体的な内容及び方法に係る資料 

 ドローン又は容器等が落下した場合の対応方法に係る資料（※） 

 その他ユーザーによる運用における安全性担保のために必要な事項に係る資料 

 

※ドローン又は容器等が落下した場合の容器は原則として廃棄することとするが、

管理された区域内での実証試験等、ごく限定的な条件下で使用される場合であっ

て、安全性が個別審査により認められる場合は、この限りでない。ただし、この場

合にあっては、想定する「落下」及び「損傷」の定義・範囲並びに落下後の対応方

法等について、大臣特認申請時に明らかにすること。 

 

1.3 安全措置の具体例 

水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調査研究会では、産業技術総合研

究所及び高圧ガス保安協会総合研究所による高圧ガス容器の衝撃試験、破裂試験等を実施

し、「ドローンから容器が落下した場合のリスク」及び「当該リスクを踏まえた落下衝撃緩

和の方法」について検討を行った。本節では、この検討結果をもとに、1.2.1 に示した安全

措置の具体例を明らかにする。 

この節に示す内容を参考に、適切な安全措置を講じられたい。 

 

1.3.1 実証試験の方法 

産業技術総合研究所及び高圧ガス保安協会総合研究所による高圧ガス容器の衝撃試験等

について、その方法を紹介する。一般財団法人日本自動車研究所における衝突試験設備

HYGEを用い、試験を行った。ドローンが 150m相当の高度からの落下を想定するため、ド

ローンに比べて十分に質量の大きい台車を、ドローンの落下衝撃時の速度に相当する速度

で衝突させることにより、落下衝撃を模擬した。この試験の実施にあたっては、ドローン

の設計高度及び落下速度を想定し、落下速度の不確実性を考慮した。また、複数の姿勢の

影響、複数の落下形態を考慮して行った。図 1.1及び図 1.2に試験の概要を示す。 
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図 1.1 落下衝撃に相当する加速衝撃試験の概要図1) 

 

 

図 1.2 高圧ガス容器＋保護装置を対象とした加速衝撃試験の概要図2)  

                                                   
1) 一般財団法人日本自動車研究所提供資料 
2) 一般財団法人日本自動車研究所提供資料 

鉄板

鉄板

HYGEで
台車を押す

HYGEで
台車を押す

吊り下げる

吊り下げる

アングル

アングル
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アラミド繊維、アルミ板等で構成される保護装置（図 1.3）を装着し、落下時の衝撃緩和

を確認した。 

 

 

図 1.3 ドローン用高圧ガス容器の保護装置の例3) 

 

1.3.2 試験結果の評価方法 

1.3.1に示す衝撃試験を行った後、容器の圧力サイクル試験及び破裂試験、バルブの耐

圧試験及び気密試験等を行い、容器及びバルブからの漏えいの有無や、その耐久性・健全

性の確認を行った。現状、高圧ガス容器単体の衝撃によるリスクに係る知見は一定程度あ

るものの、150mから落下した容器、保護装置を装着した容器、ドローンに装置した容器へ

の衝撃によるリスクに係る知見は国内外を通じて存在しない。このため、検討会において

は、1.1や 1. 2に示す衝撃試験を行った容器や保護装置等について、いかなるクライテリ

アを置き、評価するかという点について検討を行った。 

検討の結果、以下①、②、③の試験を順に行い、最後の破裂試験において、破裂圧力が

「最小破裂圧力×0.9」を満たすことをクライテリアとすることとした。試験を行った場

合、このクライテリアにより試験結果を評価し、これに合格した安全措置を採用すること

が適当である。 

 

①衝撃試験 

 150mから落下した場合に想定される衝撃を加える。 

②圧力サイクル試験 

 上記①の試験後の容器に、”大気圧”と”最高充填圧力以上の上限圧力”との圧力変動

を毎分 10回以下の割合で 1,000回以上繰り返し、変形や漏れがないことを確認する。 

                                                   
3) 産業技術総合研究所提供資料 
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③破裂試験 

 上記①及び②の試験後の容器において、現在、容器保安規則例示基準に指定されている

高圧ガス保安協会基準 0121「アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術

基準（2016）」（KHKS0121）の落下試験における合格基準である「最小破裂圧力×0.9」を

満たすことを確認する（※管理された区域内での実証試験等、ごく限定的な条件下で使用

される場合であって、安全性が個別審査により認められる場合は、この限りでない。）。 

図 1.4に各種試験と評価方法を示す。 

 

図 1.4 各種試験と評価方法 

 

1.3.3 ドローンに係る安全措置 

前提として、航空法に則り、高圧ガス容器がドローンに確実に取り付けられ、且つ、高圧

ガス容器が電源系統の一部として安全に機能していることを確認することが必要である

（航空法等の関係法令に従い、必要な審査を受けること）。 

その上で、ドローン側での衝撃を緩和させる対策としては、樹脂製のプロテクタのほか、

ドローンに装着する精密測量レーザー用のエアバッグ等が挙げられる。また、パラシュート

は比較的広く活用されている安全対策であるが、上空で風速や風の乱れの影響を受ける可

能性があり、落下位置が想定されないといった課題がある。これらの安全対策については、

使用用途等の基本条件を踏まえて必要・有効なものを活用することが必要である。 

プロテクタ4) 

プロテクタ付きドローン：Flyability社 

エアバッグ5) 

測量機専用エアバッグ：プロドローン社 

  
ドローンの周囲にプロテクタを付け、衝撃から機

体をガードし、衝突物への影響を最小限にする。本

ドローンは、幅 400mm比較的小さいドローンで、ボ

イラー、配管といった狭小な範囲での点検に活用

されるものである。 

ドローンに装着する精密レーザー測量機用のエア

バッグであり、墜落事故から高価な機材を守るた

めに設計・開発された。本エアバッグは、高圧炭酸

ガスによる瞬時にエアバッグが膨らみ、測量機を

衝撃から守るものである。 

図 1.5 ドローンに係る安全装置の例 

                                                   
4) ブルーイノベーション社提供資料 
5) プロドローン社 HP 
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第2章 水素ドローンの活用にあたって遵守すべき事項 

水素ドローン活用する者にあって特に注意すべき安全規制が存在する。本章ではこれを

示すとともに、当該規制の遵守に必要な事項を明らかにするため、 

（１）法令の要求事項 

（２）（１）を遵守するために具体的に必要な事項 

（３）（２）を説明するために必要な書類例 

を示している。（３）については、当該規制を確実に遵守する観点で、水素ドローンを活

用する者が備えておくことが望ましい。 

 

2.1 貯蔵の安全性 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第１５条第１項、一般則第１８条第２号） 

 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所です

ること 

 充塡容器等は、常に温度 40℃以下に保つこと 

 充塡容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと 

 その他一般則第１８条第２号を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 容器置場の通気性を良くするための措置 

 容器を 40℃以下に保つための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報・措置 

 その他一般則第１８条第２号を遵守するための措置。 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 容器置場の概要に係る資料 

 住所、概要（例えば、「〇〇実証実験場における△△建屋内」、「株式会社〇〇に

おける建屋横の保管場所」のように記載。） 

 保管場所の見取り図（容器を置く場所、通気の状況が分かる資料、火気・引火性

のものの位置が分かるもの等を含む。） 

 保管場所の温度環境（例えば、「夏季の年平均最高気温が〇〇度程度であり、直

射日光が入らず通風性がよいことから温度環境が良好である」のように具体的

に記載） 

 充塡容器の種類、圧力、容量、最大本数 

 容器の保管方法に係る資料 

 容器の置き方（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、「水平に置く」、「マッ

ト状のものの上に置く」等、安全に配慮した保管方法についてすべて記載。） 
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 注意事項（例えば、「容器上に落下する可能性のあるものを置かない」等、安全

に配慮した注意事項をすべて記載。） 

 その他貯蔵時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.2 移動の安全性 

ドローンの飛行時の高圧ガスの移動については第１章により、ここでは、水素ドローンを

車載して移動する場合などの高圧ガスの移動を扱う。 

（１） 法令の要求事項（高圧ガス保安法第２３条第１項、一般則第５０条） 

 充塡容器等（内容積が 5リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝

撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと 

 充塡容器等は、その温度を常に 40℃以下に保つこと 

 その他一般則第５０条を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 容器を 40℃以下に保つための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報 

 その他一般則第５０条を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 容器を 40℃以下に保つための方策に係る資料（例えば、「直射日光を遮る方法」、「〇

〇℃を超えた場合の作業の中断」等、安全に配慮した移動時の注意事項を記載。） 

 容器等の転落、転倒等を防止する措置に係る資料（以下に例を示す。） 

 容器の積載、荷下ろしの際の注意事項（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、

「マット等の活用し積載する」等、安全に配慮した積載方法等をすべて記載。） 

 容器の移動時の注意事項（例えば、「ドローンから容器を取り外す」、「水平に置

く」、「布状のものの上に積載する」、「車両の前方に置きロープ等で固定する」等、

安全に配慮した移動方法をすべて記載。） 等 

 上記以外の移動時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.3 消費の安全性 

ドローンの飛行時の高圧ガスの消費については第１章により、ここでは、例えば地上試験

等における高圧ガスの消費を扱う。 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第２４条の５、一般則第６０条） 

 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること 

 充填容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷をうけないよう粗暴な取り

扱いをしないこと 

 充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること 
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 その他一般則第６０条を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 バルブを静かに開閉するための措置 

 容器等の転落、転倒等による衝撃に係るリスクその他安全性担保のために必要な情

報 

 湿気、水滴等による腐食を防止する措置 

 その他一般則第６０条を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 バルブを静かに開閉するための措置を示す資料 

 容器等の転落、転倒等を防止する措置に係る資料 

 消費時の注意事項（例えば、「水平に置く」、「固定する」等、安全に配慮した方

法をすべて記載。） 

 湿気、水滴等による腐食を防止する措置を示す資料 

 上記以外の消費時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.4 廃棄の安全性 

（１）法令の要求事項（高圧ガス保安法第２５条、一般則第６２条） 

 廃棄は、容器とともに行わないこと 

 可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積

した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い

場所で少量ずつ放出すること 

 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること 

 その他一般則第６２条を参照 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき具体的事項 

 水素ガスを安全に廃棄するための措置 

 その他一般則第６２条を遵守するための措置 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 

 水素ガスを安全に廃棄するための措置にかかる資料 

 上記以外の消費時における安全に配慮した注意事項に係る資料 

 

2.5 緊急事態への対応 

（１）法令の要求事項（危険時の措置及び届出（高圧ガス保安法第３６条、一般則第８４条）、

事故届（高圧ガス保安法第６３条、一般則第９８条） 

① 落下等により高圧ガスを充塡した容器等が危険な状態となったときの対応 
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 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のた

めの施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、高圧ガスの

製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設又は特定高圧ガスの消費のための施設

又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定め

る災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない（高圧ガス保安法

第３６条第１項） 

 前項（上記）の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消

防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない（高圧ガス

保安法第３６条第２項） 

 充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡

容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること

（一般則第８４条第２号） 

 同号の措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退

避するよう警告すること（同第３号） 

 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを一般則第６

２条第２号から第５号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とと

もにその損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること（同

第４号） 

 高圧ガスを貯蔵、消費する者又は容器を取り扱う者は、高圧ガスについて災害（事故）

等が発生したとき、その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗ま

れたときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出なければならない（高圧ガ

ス保安法第６３条） 

 都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第５８の事故

届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事（当該場所が指定都市の区域内

にある場合であって、当該発生した事故に係る事務が令第２２条に規定する事務に

該当しない場合にあっては、当該場所を管轄する指定都市の長）に提出しなければな

らない（一般則第９８条） 

 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、やむを得ない場合及び上記措置（法

第３６条第１項）を講ずる場合を除き、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現

状を変更してはならない（高圧ガス保安法第６４条） 

※落下した場合に、災害（事故）に該当するかどうかなどについては、関連する機関（圧

ガス保安法に係る都道府県窓口等）に相談しておくことが望ましい。 

 

（２）（１）を満たすために遵守すべき／明確にすべき事項 

 危険時の措置としての応急措置、作業、退避、届出の方法 

 事故発生後の届出の方法（関係法規による） 等 

 

（３）（２）の説明に必要となる資料の例 
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 危険時の応急措置等の方法を示す資料 

 放出等の作業が可能かどうかを判断する責任者、作業の実施者 

 放出等の作業の実施方法（例えば、「火気を取り扱う場所や引火性のものの付近

を避け、通風性のよい場所で実施する」等、安全に配慮した実施方法について記

載。） 

 放出等の作業を講ずることができない場合の周辺にいる者（必要に応じて周辺

住民）への退避の警告を実施する体制 

 事故発生直後の連絡体制、事故別の届出先、方法等 

 事故発生後の届出の方法に係る資料 

 事故別、届出先別の様式等 

 事故時の届出先への事前相談の状況に係る資料（事故時の対応については、他法令も

含め、関連する機関（高圧ガス保安法に係る都道府県窓口、消防署、警察署、海上保

安庁、航空局等）に対して、事前相談を行うことが望ましい。） 

 

（４）その他の要求事項 

第１章にも示したように、高圧ガス容器をドローンに搭載し、これが上空から落下し

た場合にあっては、2.2.1に定める保護措置等を講じ衝撃を防いだとしても、容器等を

使用し続けることには安全上のリスクが存在する。これを踏まえれば、落下後の容器等

の状態にかかわらず、必要な措置を講じた後、容器等を原則として廃棄することが必要

である（落下後、高圧ガスの知見を有しない者が当該容器等を不適切に取り扱わないよ

う、第１章で示したとおり予め落下時の対応を明らかにしておくこと）。 
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第3章 参考資料 

3.1 水素の特性について 6) 

水素（H2）は無色、無臭で、最も軽い物質である。水素の主な性質を、表 3.1に示す。水

素は、酸素あるいは空気と混合して着火すれば、爆発的に反応して水を生成する。水素と酸

素の体積比が 2:1の混合ガスは、特に激しい爆発を起こして化合するので、爆鳴気と呼ばれ

ている。 

 

表 3.1 水素の主な特性 

モル質量   [g/mol] 2.016 

融点     [K] 14.0 

沸点     [K] 20.28 

臨界温度   [K] 33.2 

臨界圧力   [MPa] 1.316 

爆発範囲   [vol%] 4.0～75 

 

 水素は希ガス以外のすべての元素と結びつき、種々の水素化合物をつくるが、この中で

金属との化合物を一般に金属水素化合物と呼んでいる。水素は還元性が強く、高温で金属の

酸化物または塩化物と反応して金属を遊離する。また、水素はハロゲン元素と激しく反応し

て、ハロゲン化水素をつくる性質をもっている。 

水素と空気または酸素との爆発混合物の発火点は 500℃以上と高いが、特定の微粒触媒な

どのもとでは常温でも容易に発火する。また、水素ガスが高速で容器から噴出すると、摩擦

などにより発生する火花、断熱圧縮により発生する熱あるいは静電気放電などにより発火

することがある。 

 

3.2 水素の取り扱いにおける注意点について 

3.1に示すように、水素は無色無臭で、軽く、場合によっては爆発を引き起こす可能性が

ある性質を有する。そのため、水素ドローンの活用にあたっては、以下に示す注意点を十分

に把握し、水素を取り扱う必要がある。 

 水素は、常温常圧で無色無臭のガスである。そのため、万一ドローンが落下し、高圧

ガス容器に衝撃が生じた場合、近づくことにより、ガスが漏えいしているかどうか直

ちに人が判断できず、そのためには専用のガス検知器が必要になることに留意する

必要がある。また、落下した際には念のため、漏えいしているものとして対処した方

がよい。 

 水素は、可燃性のガスであり、燃焼範囲としても低濃度から着火するという特徴を有

する。そのため、落下した容器の周辺に火気が存在し、水素が漏えいした場合に、高

                                                   
6) 出典：「圧縮水素スタンドセーフティテクニカルガイド上巻」（H29.8, 高圧ガス保安協

会）を一部加筆 
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圧ガス容器に着火し、爆発する危険性がある。そのため、高圧ガス容器に衝撃が生じ

た場合には、まずは周辺に火気や引火性のものがないか確認し、ある場合は周辺にい

る者に退避を促し、高圧ガスの取扱いの専門家に連絡する必要がある。また、火気や

引火性のものがない場合にも、ガスを放出する場合には、細心の注意が必要である。 

 水素が漏えいし、燃焼した場合においても、火炎は無色であることから、直ちに燃焼

しているか判断できないことに留意する必要がある。漏えい音が聞こえる場合もあ

るが、いずれにしても細心の注意が必要である。 

 水素は、非常に漏れやすく、軽いことから、拡散しやすい特徴をもつ。そのため、水

素が屋内、車内等の閉空間で漏えいが生じ、空間内に滞留し、その空間に火気や引火

性のものが存在する場合には、爆発事故が生じる危険がある。そのため、水素を保管

する場所等には、火気や引火性のものから距離を置き、常に通風性を良くする必要が

ある。また、高圧ガス容器から水素を放出する作業が生じた場合には、屋外において

も通風性がよい状況であるかどうかの判断が必要となる。 

 水素は金属やカーボン等を脆化させる特徴をもつ。そのため、長時間に渡って水素を

利用しない場合は、ガスの放出又はガス事業者に返却することが望ましい。なお、高

圧ガス容器は、容器種別により決まる一定期間（アルミニウム合金ライナー・炭素繊

維一般複合容器の場合は 3年）の間隔で、再検査を実施する必要があることに留意す

る必要がある。 

 

3.3 その他教育資料 

高圧ガス保安協会のウェブサイトに掲載している以下の資料が参考にできる。 

 映像教材 

https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incide

nt/av.html 

高圧ガスの特性として、①「高圧ガス」とは、②高圧ガスの種類、③水素の特性、に

ついても映像教材及び補足説明資料を提供している※。 

※平成 30 年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業（高圧ガス取扱施設における事故事例

等を教訓とした教育の高度化に関する調査研究）の成果物 

 水素関連情報 https://www.khk.or.jp/hydrogen/ 

水素の基礎、高圧ガス保安法についてなど、水素関連の情報を提供している。 

 

3.4 経済産業省大臣特別認可の手続きについて 

本ガイドライン第１章で示したように、水素ドローンの活用にあたっては、高圧ガスの移

動・消費における「粗暴な取り扱い」に係る大臣特認の申請・取得が必要となる。大臣特認

の申請を行う際には、高圧ガス保安協会が実施する特定案件事前評価の結果を添付する必

要がある。この評価は、関係規則に定められている規定に拠れずに機器の製作、高圧ガスの

製造等を行おうとする場合に、大臣特認申請をしようとする者が受けなければならないも

のであり、通達（「高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可申請手続きについて（内

https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incident/av.html
https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incident/av.html
https://www.khk.or.jp/hydrogen/
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規）（20190606保局第 10号）」）に基づいて行うものである。 

なお、通達については、経済産業省のウェブサイト（以下の URL参照）に示されている。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/

files/4004_001.pdf 

 

大臣特認申請の標準的な流れを図 3.1に示す。 

大臣特認申請の詳細については、高圧ガス保安協会のウェブサイト（以下の URL参照）を

参考にすることができる。 

https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.

html 

 

 

図 3.1 大臣特認申請の標準的な流れ 

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/4004_001.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/4004_001.pdf
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.html
https://www.khk.or.jp/inspection_certification/machine_facility/spcl_ordnc_eval.html
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3.5 関係法令 

第 1章 経済産業大臣特別認可に係る事項 

■高圧ガス保安法 

(移動) 

第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上

必要な措置を講じなければならない。 

 ２・３ ［略］ 

 

（消費） 

第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消

費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つ

てしなければならない。 

２ ［略］ 

 

■一般高圧ガス保安規則 

（その他の場合における移動に係る技術上の基準等） 

第五十条 前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令

で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、

次の各号に掲げるものとする。 

 一～四 ［略］ 

五 充填容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による

衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 

六～十四 ［略］ 

 

(その他消費に係る技術上の基準) 

第六十条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次

項各号に掲げるものとする。 

 一 ［略］ 

二 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取

扱いをしないこと。 

 三～十九 ［略］ 

２ ［略］ 

 

（危険のおそれのない場合等の特則） 

第九十九条 第六条から第八条の二まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十

二条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二

条まで、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために
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製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及

び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガ

スの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当

該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。 

 

第 2章 その他遵守すべき事項 

2.1 貯蔵の安全性 

■高圧ガス保安法 

（貯蔵） 

第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければ

ならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵す

る高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス

法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設に

おいて貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定め

る容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又

は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合して

いないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべ

きことを命ずることができる。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

(定置式製造設備に係る技術上の基準) 

第六条 ［略］ 

２ 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化

天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第

二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、

経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、

この限りでない。 

 一～七 ［略］ 

八 容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置く

こと。 

ロ 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区

分して容器置場に置くこと。 

ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 

ニ 容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の

周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の
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物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有

効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 

ホ 充塡容器等（圧縮水素運送自動車用容器を除く。）は、常に温度四十度（容器

保安規則第二条第三号に掲げる超低温容器（以下「超低温容器」という。）又は

同条第四号に掲げる低温容器（以下「低温容器」という。）にあつては、容器内

のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九

条第一項第五号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。）以下に保

つこと。 

ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。 

ト 充塡容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等に

よる衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしない

こと。 

チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。 

 

(貯蔵の方法に係る技術上の基準) 

第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げ

るものとする。 

 一 ［略］ 

二 容器（高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。）に

より貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 

イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所

ですること。 

ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯

蔵所以外の場所で充塡容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ

及びニの基準に適合することを要しない。 

 三 ［略］ 

 

2.2 移動の安全性 

■高圧ガス保安法 

（移動） 

第二十三条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保

安上必要な措置を講じなければならない。 

２ 車両（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定す

る道路運送車両をいう。）により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動

方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 

３ ［略］ 
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■一般高圧ガス保安規則 

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等) 

第五十条 前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令

で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、

次に掲げるものとする。 

一 ［略］ 

二 充塡容器等は、その温度（ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの

温度）を常に四十度以下に保つこと。 

三～十四 ［略］ 

 

2.3 消費の安全性 

■高圧ガス保安法 

第二十四条の五 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費

の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてし

なければならない。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

（その他消費に係る技術上の基準） 

第六十条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項

各号に掲げるものとする。 

 一～三 ［略］ 

四 充填容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 

五～十九 ［略］ 

２ ［略］ 

 

2.4 廃棄の安全性 

■高圧ガス保安法 

第二十五条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法

について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

第六十二条 法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 廃棄は、容器とともに行わないこと。 

二 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは

発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄すると

きは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。 

三～五 ［略］ 
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六 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずる

こと。 

七 充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。 

八 ［略］ 

 

2.5 緊急事態への対応 

■高圧ガス保安法 

（危険時の措置及び届出） 

第三十六条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの

消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧

ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施

設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定め

る災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 

２ 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若

しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 

 

（事故届） 

第六十三条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油

ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をし

た者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を

都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。 

一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。 

二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。 

２ 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、

災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事

項につき報告を命ずることができる。 

 

（現状変更の禁止） 

第六十四条 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利

益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示な

く、その現状を変更してはならない。ただし、第三十六条第一項又は液化石油ガス法第

二十七条第一項第四号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 

■一般高圧ガス保安規則 

（廃棄に係る技術上の基準） 

第六十二条 法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる

ものとする。 
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一 ［略］ 

二 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しく

は発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄す

るときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。 

三 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれ

のない場所で少量ずつすること。 

四 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当

該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。 

五 酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類

その他の可燃性の物を除去した後にすること。 

六～八 ［略］ 

 

（危険時の措置） 

第八十四条 法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応

急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 

一 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うと

ともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な

場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避

させること。 

二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になつたときは、直ち

に、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必

要な作業員のほかは退避させること。 

三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近

の住民に退避するよう警告すること。 

四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを第六十二

条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等ととも

に損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。 

 

（事故届） 

第九十八条 法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事

故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を、事故の発生した場所を管轄

する都道府県知事（当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した

事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該

場所を管轄する指定都市の長）に提出しなければならない。 

 

 

 



 

 

【別紙】 

令和元年度水素燃料電池ドローンに係る基準作成の検討に関する調査研究会 委員等名簿 

座長（敬称略） 

 吉川 暢宏 東京大学 生産技術研究所  

革新的シミュレーション研究センター 教授 
 

委員（五十音順、敬称略） 

 岩田 拡也 国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 

知能システム研究部門 フィールドロボティクス研究グループ 

主任研究員 

 小山田 賢治 高圧ガス保安協会 高圧ガス部長代理 

 成宮 俊則 高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課 

 堀 美知郎 立命館大学 理工学部 特別招聘教授 

 吉田 剛 一般財団法人石油エネルギー技術センター 

自動車・新燃料部 主任研究員 

 和田 昭久 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会 理事 
 

オブザーバー（五十音順） 

 株式会社ＩＥジャパン 

稲畑産業株式会社 

ＡＧＣ株式会社 

株式会社エンルート 

高圧ガス保安協会総合研究所 

株式会社鈴木商館 

JFEコンテイナー株式会社 

中国工業株式会社 

帝人株式会社 

帝人エンジニアリング株式会社 

東横化学株式会社 

一般財団法人日本自動車研究所 

ビードローン株式会社 

株式会社プロドローン 

ロボデックス株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省 

 経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室 

経済産業省 産業保安グループ 保安課 

経済産業省 製造産業局 産業機械課 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 水素・燃料電池戦略室 
 

事務局 

 みずほ情報総研株式会社 
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第1章 本検討の目的及び体制 

 

1.1 本検討の背景と目的 

近年、様々な分野において小型無人航空機（以下「ドローン」という。）の活用が議論さ

れている。産業インフラの点検や物流など、保安や利便性の向上への活用が期待されている

一方で、何よりも安全に飛行させ活用されることが重要である。また、ドローンの機体につ

いても、様々な改良が行われる中で、安全な機体が使用されることが重要である。 

また、ドローンは、産業インフラの点検などへの活用が大いに期待されている。例えば、

高所からの撮影が容易になることにより、プラントの定期検査等において、点検に足場を組

む必要がある高所や目視が難しい塔類や屋外の大型貯槽タンク等の日常点検の点検頻度を

上げることや、災害時等に迅速に点検を行うなど利用の幅が広がり、保安を高める取組につ

ながることが期待される。 

このため、昨年度、石油化学コンビナート等においてドローンを安全に活用・運用するた

めに留意すべき事項等を整理した「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関する

ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を策定し、ドローンを安全に活用するた

めのルール整備を行ったところ。しかし、プラント設備内や塔槽類・配管等の内部において

もドローンを活用し内面の腐食状況を確認する等のニーズが存在する一方で、ドローンを

操作するための GPS 等の通信電波への影響など、特有のリスクや課題が存在していること

から、当該箇所においても、ドローンを安全に活用・運用するため、内部飛行時の留意事項

を整理し、ガイドラインを改訂する必要がある。 

以上の背景を踏まえ、プラントにおけるドローンの活用を一層の推進を行うため、設備内

部飛行の実証実験や検討会での議論を通じリスクアセスメントの検討を行い、昨年度作成

したガイドラインの改訂を行い、事例集に設備内部飛行の実証実験の追加を行うことを目

的とする。また、今年度実施する実証実験を通じ、ドローンが撮影した画像が点検に活用で

きるかどうかの検討を合わせて実施し考察をまとめる。 

なお、本検討により作成したガイドラインの改訂版を第Ⅱ部添付資料１に、事例集の改訂

版を第Ⅱ部添付資料２に、目視検査の代替可能性に関する考察を第Ⅱ部添付資料３に示す。 
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1.2 本検討の実施体制 

本調査を実施するため、高圧ガス設備、ドローンやロボット活用に等における有識者及び

事業者から構成される「プラントにおけるドローン活用に関する安全性調査研究会」を設置

した。 

図 1.1 に検討の実施体制の概念図を、表 1.1 に調査研究回委員等名簿を、表 1.2 に研究

会開催状況を示す。 

 

 

図 1.1 実施体制図 
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表 1.1 令和元年度プラントにおけるドローン活用に関する安全性調査研究会委員等名簿 

座長 

 木村 雄二 工学院大学 名誉教授 

 

委員（五十音順、敬称略） 

 入江 裕史 株式会社スカイウィングス 最高執行責任者（COO） 

 小山田 賢治 高圧ガス保安協会 高圧ガス部長代理 

 川越 耕司 一般社団法人日本化学工業協会 

（三菱ケミカル株式会社 環境安全部 安全グループ グループ

マネージャー） 

 田所 諭 東北大学大学院 情報科学研究科 応用情報科学専攻 教授 

 土屋 武司 東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

 桝谷 昌隆 石油化学工業協会（ＪＳＲ株式会社 生産技術部長） 

 和田 昭久 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会 理事 

 渡辺 聖加 石油連盟（ＪＸＴＧエネルギー株式会社 工務部 設備管理グ

ループ チーフスペシャリスト） 

 

オブザーバー（敬称略） 

 出光興産株式会社 製造技術二部 

上野グリーンソリューションズ株式会社 事業開発部 

上野トランステック株式会社 戦略推進部 

エアロセンス株式会社 営業部 

株式会社 NTTドコモ 法人ビジネス戦略部 

株式会社エンルート 経営戦略部 

株式会社自律制御システム研究所 事業推進ユニット・カスタマーリレーショ

ン 

株式会社デンソー 社会ソリューション事業推進部 ＵＡＶシステム事業室

株式会社日立製作所 ディフェンスビジネスユニット情報システム本部 

山九株式会社 プラント・エンジニアリング事業本部  

メンテナンス事業部メンテナンス技術部 診断・溶接グループ 

住友化学株式会社 レスポンシブルケア部 

綜合警備保障株式会社 開発企画部開発企画課 

Terra Drone株式会社 日本本社 

日揮株式会社 未来戦略室 

日本工業検査株式会社 技術本部 

ブルーイノベーション株式会社 プロダクト＆パッケージ部 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 環境安全・技術部担当審議役 

神奈川県 くらし安全防災局 防災部工業保安課 コンビナートグループ 

千葉県 千葉県商工労働部産業振興課 

市原市 経済部 商工業振興課 

総務省消防庁 特殊災害室 

総務省消防庁 危険物保安室 
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厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 

経済産業省 製造産業局 素材産業課 

経済産業省 製造産業局 産業機械課 

経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室 

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課 

 

事務局 

 みずほ情報総研株式会社 
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表 1.2 令和元年度プラントにおけるドローン活用に関する安全性調査研究会 開催状況 

 開催日 主な議題 

第１回 令和元年 12月 25日 ・調査概要 

・タンク内部点検実証実験計画 

・プラント設備内部におけるドローン活用の論点 

・ドローンで撮影した画像の法定検査（目視）へ

の利用について 

・ドローン活用にかかる今後の展望 

第２回 令和 2年 2月 21日 ・タンク内部点検実証実験の概要 

・プラントにおけるドローン活用事例集改訂版 

・プラントにおけるドローンの活用ガイドライン

改訂版 

・ドローン活用にかかる今後の展望 
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第2章 設備内部におけるドローン活用実証実験 

 

2.1 実証実験の目的等 

 

(1) 実証実験の位置付け 

「平成 31年度新エネルギー等の保安規制高度化事業」において、プラント設備内部にお

けるドローン活用について、特有の課題や条件などのリスクを整理・検討し、安全な運用方

法について整理を行った。 

 

(2) 実証実験の目的 

プラント設備内部における点検を念頭においたドローン飛行を行うことで、安全な運用

方法及び今後の課題を検討する際の有益な情報を取得し、さらに取得した画像が法定検査

（目視）を代替する可能性の検討を行った。 

 

(3) 実証実験の目標設定 

実証実験の目標は以下の 2点とした。 

 プラント設備内部において安全なドローンの運用が可能かどうか確認する。 

 ドローンが撮影した画像が、法定点検（目視）を代替する可能性があるかどうか確認

する。 

 

(4) 実証実験の概要 

休止中の重油タンクにおける設備内部でのドローン飛行を実施した。また、実施にあたっ

ては、ドローンが撮影した画像が法定検査（目視）を代替する可能性を検討するため、タン

ク内部の溶接線や天井のボルト等の撮影、タンク内部に設置した腐食配管のサンプルの撮

影を実施した。 

 

(5) 実験場所及び日程 

実証実験を実施したプラント及び日程は、以下の通りである。 

 

実証実験場所：出光興産株式会社 千葉事業所 

実証実験日時：2020年 1月 29日（水）※2020年 1月 30日（木）に予備実験を実施 
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(6) 使用したドローンの機能・性能 

屋内空間では狭小空間での使用も想定されるため、今回は Flyability 社の ELIOS 及び

ELIOS2を使用した。使用したドローンの機能・性能の概要を以下に示す。なお、アセスメ

ント飛行により ELIOS2 の方が安定していたことから、詳細な飛行は ELIOS2 を用いた。 

実験に使用したドローンの機能・性能を表 2.1に示す。 

 

表 2.1 使用したドローンの機能・性能 

 

 

 

図 2.1 ELIOS の概要1) 

                                                   
1 ブルーイノベーション提供資料 

機体名称 ELIOS 

外観

プロペラ数 4

機体大きさ 400mm（球体直径）

機体重量 700g

最大飛行時間 10分間

耐風性能 3.0 m/s

通信距離 水平500m、鉛直150ｍ

屋内高度維持 △(気圧計のみによる）

自動飛行 ×

障害物検知 ×

カメラ写真サイズ ×

動画画質(サーモカメラサイズ) FHD 1920×1080 (160×120)



Ⅱ-8 

 

 

 

 

図 2.2 ELIOS2 の概要 1) 

 

 

図 2.3 ELIOS 及び ELIOS2 のカメラ性能 1) 

 

  

機体名称 ELIOS2 

外観

プロペラ数 4

機体大きさ 400mm（球体直径）

機体重量 1450g(バッテリー含む)

最大飛行時間 10分間

耐風性能 点検時1.0 m/s(性能上最大5.0m/s）

通信距離 500m(障害物がない場合)

屋内高度維持 〇（気圧計と各種センサーによる）

自動飛行 なし

障害物検知 下方向なし、水平5方向にセンサーあり

カメラ写真サイズ 4000×3000

動画画質(サーモカメラサイズ) 4K、FHD1920×1080 (160×120)

1350mm

■ELIOSのカメラ
画質：FHD， リアルタイム映像伝送画質：720P

4000mm

1740mm

■ELIOS2のカメラ
画質：4KまたはFHD， リアルタイム映像伝送画質：FHD

2300mm

1000mmの場合

0.81mm/pixel

4K撮影の場合

1740mm

2300mm

1.62mm/pixel

FHD撮影の場合

1000mmの場合

1.10mm/pixel

FHD撮影
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2.2 実証実験の飛行計画の立案 

 

(1) 飛行目的・撮影対象の設定 

以下のように、飛行目的、撮影対象を設定した。 

【飛行目的】 特殊球体ドローンを用い、非 GPS 環境及び目視外のマニュアル操縦

により、タンク内部を安全にドローンを飛行できるかの確認を行う。

また、取得した画像が、法定検査における目視を代替する可能性につ

いて確認を行う。 

【撮影対象】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び腐食した配管サンプル 

 

(2) ドローン運用事業者とドローンの選定 

今回の実証実験では、プラント等の設備内部における飛行実績を豊富に有しているなど、

特にリスク対策を念頭に、信頼性の高いドローン事業者を選定した。また、ドローンは、球

体状のカーボン繊維に覆われており、設備内部での飛行に強みを持つ機体を選定した。 

 

(3) 飛行計画の設定 

以下のように、飛行目的、飛行計画を策定した。 

【目的】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び、腐食した配管サンプ

ルの点検 

【撮影方法】 静止画撮影／動画撮影 

【撮影対象】 タンク内壁の溶接線、壁面のノズル、天井フレームのボルトおよ

び溶接部、撮影用に設置したサンプル（腐食した熱交換配管のカ

ットサンプル） 

【飛行区域の状態】 静止画撮影／動画撮影 

【飛行ルート】 休止中の重油タンク内部 

【飛行日時】 2020年 1月 29日 9:00～16:00 

2020年 1月 30日 9:00～12:00 

【実施体制】 操縦者、安全運航管理者、補助者 各１名（補助者の役割は、自己

位置、ドローン・カメラ・照明の角度の指示等） 

出光千葉事業所の設備管理担当、保安管理担当各１名 
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図 2.4 ドローンの運用体制 1) 

 

(4) リスクアセスメントの実施 

飛行経路の状態が爆発性雰囲気を生成する可能性がないエリア並びに発火・燃焼が生じ

てもこれが拡大・継続しないエリアである点及び設備内部である点を踏まえ、リスクアセス

メントを行った。 

 

 想定されるリスク 

想定されるリスクは大きく３つであり、ドローンの落下等による人的被害や設備の破損

のリスク及び設備内部にドローンが留まってしまうリスク、並びにドローンが屋外へ飛び

出して防爆エリアへ侵入するリスクである。 

これらはドローンが制御不能になる又はドローンを的確に操縦することが難しくなるこ

とで引き起こされると考えられる。この制御不能または的確な操縦が困難になる原因につ

いて、以下を想定した。 

 通信の途絶 

 悪環境（強風、許容を超える設備内温度、許容量を超える水／油濡れ） 

 自己位置が推定できない（暗所・粉塵等による視界不良、目印等が存在しない、設備

内部状況の事前把握が不十分） 

 操縦者の目視外飛行のスキル不足 

 

リード線

レンジエクステンダー

屋内 屋外

外部出力モニター

タンク壁

進入口

ドローンへ

37 [m]

22
 [
ｍ

]
操縦者、安全運航管理者、補助者

リード線

立面図 立面図（拡大）

リード線

流出油等防止堤

防爆解除エリア(当日のみ）
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図 2.5 想定されるリスクのイベントツリー図 

 

 リスク対策 

上記リスクアセスメントの分析結果に応じ、以下のリスク対策を行った。 

 あらかじめタンク内にレンジエクステンダーを挿入し通信環境を改善 

 さらにアセスメント飛行中にプロボの電波インジケーターで電波状態が良好である

ことを確認 

 事前確認で設備内温度や、許容量を超える水等の濡れがないことを確認 

 設備図面にて目印となる物（マンホール等）を事前確認。アセスメント飛行時に粉塵

等視界不良の原因となる物がないことを確認 

 目視外飛行に関する十分なスキルと経験のある操縦者に依頼 

 

(5) 事前協議の実施 

飛行計画については、以下の事前説明・協議等を実施した。 

 製油所内の所内関係部署への事前確認 

 製油所内の防火・消火体制確保の一貫としての所内消防への事前説明 

 管轄消防への飛行計画の説明 

なお、今回は屋内（設備内）での飛行であり、機体が施設外へ飛び出すリスクは無いため、

所轄警察署、海上保安部等への計画説明は実施していないが、施設外へ飛び出すリスクがあ

る場合は事前説明が必要である。 

 

(6) 飛行前・飛行中の点検等の実施 

実証実験を行うにあたり、ドローンの飛行前・飛行中において、表 2.2に示す項の確認を

行った。 

通信の途絶（屋内外共通） 制御不能

設備内部に狭小部や曲がり角、突
起物が存在しドローンが拘束される

人や設備内壁に衝突する（屋内外共通）

設備内部に
ドローンが留まる

風にドローンが流される（屋内外共通）

暗所のための視界不良

蒸気や粉塵による視界不良

的確な操縦困難

設備内温度が高すぎる／低すぎる

ドローンが許容量を超えて水／油等に濡れる

操縦者の目視外飛行のスキル不足

ドローンとカメラの機能限界により、天井から床
まで、設備全体の画像確認が出来ない

設備内部に目印等が無い

＋

＋

ドローンが屋外へ飛び出し
防爆エリアへ侵入する（屋内外共通）
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表 2.2 ドローンの点検チェックリスト 1) 

 

※なお、機体運用に関する事前確認項目は、使用する機体により異なる。 

 

2.3 実証実験 

 

(1) 実証実験のスケジュール 

実証実験は、以下の３つの手順で実施した。 

 

① アセスメント飛行（リスクアセス的に飛行させること） 

② スクリーニング飛行（設備内全体を俯瞰しながら飛行させる） 

③ 詳細飛行（それぞれの点検ポイントを接写させながら飛行） 

 

なお、詳細なタイムスケジュールは、以下の通りである。 

＜1月 29日＞ 

① 9:00～10:00 機材準備等 

② 10:00〜11:00  (A) アセスメント飛行：1.0時間 

③ 11:00～11:15 アセスメント飛行のデータ確認 

④ 11:15～12:15        (B) スクリーニング飛行：1.0時間 

⑤ 12:15〜13:15   ～充電+昼食～ 

⑥ 13:15～16:00  (C) 詳細飛行：2時間 45分 

             ・腐食テストピースの撮影 

             ・ダクト配管の撮影 

             ・天井部ボルトの撮影 

             ・溶接線の撮影 
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また、実証実験２日目（1 月 30 日）は、予備実験の位置づけであるため、具体的な内容

については省略する。 

 

 

図 2.6 設備内部飛行の実証実験の様子2) 

 

(2) アセスメント飛行の実施 

タンク内のスクリーニング飛行や詳細飛行の前に、タンク内の（A）アセスメント飛行を

１時間程度実施し、リスク項目の確認を実施した。 

アセスメント飛行の結果、ドローンの（B）スクリーニング飛行、（C）詳細飛行による点

検について、特段の問題がないことを確認した。なお、アセスメント飛行において ELIOS

と ELIOS2をそれぞれ飛行させた結果、飛行がより安定していた ELIOS2を②スクリーニ

ング飛行、③詳細飛行に使用することを決定した。 

表 2.3にアセスメント飛行によるリスク確認項目とリスク確認結果を示す。 

 

表 2.3 アセスメント飛行によるリスク確認項目と結果 

 

                                                   
2 出光興産提供資料 

確認項目 内容 結果

1 通信環境
（機体⇔送信機）

通信が正常に行われるかどうかの
確認を行う

特に問題ないことを確認

2 空間内気流
（強さと方向）

自由に飛行させ、高度別の気流
分布を確認する

2m程度の誤差があることを確認、
適宜修正し飛行を実施

3 粉じん状況の確認
（空間内及び狭小部）

空間内と狭小部において、撮影
に影響を及ぼす粉塵状況を確認
する

撮影に影響を及ぼす粉じん等は
なく、視界良好であった

4 空間内異物及び障害物の
確認

飛行ルート上の障害物の有無を
確認する

底面に配管、ノズル、側面にラ
ダー、シューター（投入台）等、
天井に梁部材を確認

5 機体機能の正常動作確認 精密飛行の為のセンサーによる補
助が、正確に行われるか確認する

機体機能の正常動作を確認

6 空間内の死角の確認 空間内全体を見渡すことができる
か確認する

空間内の死角を確認
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図 2.7 設備内部のドローンの飛行の様子 2) 

 

(3) スクリーニング飛行の実施 

設備内全体を俯瞰することを目的に、（B）スクリーニング飛行を実施し、（C）詳細飛行

で計画している以下の撮影ポイントの確認を行った。 

 タンク内全体の様子の撮影 

 壁面、天井周辺 

 壁面ノズル、天井通気口 

 腐食配管サンプル 

 

（B）スクリーニング飛行を行った際に、以下の点を詳細点検項目として追加することと

した。なお、追加した点検項目についても、ドローンの詳細飛行に対してリスクがないこと

を確認した。 

 天井部には、梁部材を締結するためのボルト、通気口が存在しており、ボルトの

腐食、通気口の状況確認を追加 

 壁面底部には、ノズルが存在していることを確認し、ノズル内部の詰まりの有無

の確認を追加 

 

上部の溶接線で、足場を組まない場合に確認できない位置の溶接線に対して、液面境界と

溶接線の区別が容易につかない状況であったが、プラント点検担当者とドローンの画像を

確認し、詳細飛行時に確認すべき溶接線を把握した。 

撮影ポイントの確認の際には、検査対象部位を様々な角度で撮影できることの確認も行

った。 
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(4) 詳細飛行の実施 

詳細飛行により取得した画像を図 2.8～図 2.11に示す。 

ドローンに搭載したカメラが取得した画像は鮮明であり、定性的な評価に用いることが

できると思われる。例えば、スケールの堆積や、腐食・孔食の有無は確認可能である。しい

かし、ケレン作業が必要となる、スケール下の傷や腐食までは確認できないこと、スケール

量や腐食深さ等、計測器具が必要となる定量値については確認できなといった課題もある

ことが分かった。 

 

 

図 2.8 ドローンが撮影した画像（壁面）2) 

 

 

図 2.9 ドローンが撮影した画像（天井周辺）2) 

 

 

図 2.10 ドローンが撮影した画像（壁面ノズル）2) 
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図 2.11 ドローンが撮影した画像（腐食配管サンプル）2) 
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(5) 飛行記録の作成 

① 実施日時 

2020 年 1 月 29 日 9:00〜16:00 

2020 年 1 月 30 日 9:00〜12:00 

② 人員 

③ 【操縦者】、【安全運航管理者】、【補助員】 計 3 名 

④ 使用機体 

Flyability 社製 ELIOS ELIOS2 

⑤ 飛行場所 

〒299-0192 千葉県市原市姉崎海岸 2 番地 1 地内 

出光興産株式会社 千葉事業所 ドームルーフタンク 
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2.4 実験から得られた知見 

 

(1) ドローンで確認できたこと 

今回の実証実験において、ドローンで取得した画像より、以下の項目について確認できる

ことが分かった。 

 溶接線や壁面のスケールの付着・堆積状況の確認 

 大きな腐食部位や損傷状況の確認 

 足場を要する高所（例えば天井の通気口内や、骨組みボルト）の劣化状況確認 

 腐食配管サンプルを撮影し、配管の腐食・穴の有無の確認 

 暗所でもドローン自身のライトを照射し、視認性を確保して検査が可能 

 

(2) 課題 

一方で、通常の人による目視点検の際には実施可能であるが、画像のみでは確認できない

課題も確認された。 

 表面状況確認は可能だが、スケールや腐食の下の確認にはケレン作業を要するため、

ドローンでは対応できない 

 現状の目視検査では、スケール量や腐食深さはデブスゲージ等を使用して計測して

定量化するが、ドローンでは計測ができない 

 

(3) 点検上の注意 

画像撮影においては照明の当て方とカメラの角度が非常に重要である。今回はパイロッ

トと設備点検有資格者がペアになり、同一画面を見ながら有資格者が照明の当て方とカメ

ラの角度等について詳細に指示をして撮影したことで有効な画像が撮影できた。撮影だけ

先に行い、後から有資格者が録画画像だけを見て判断するというような使用方法では、有効

な画像が撮影できない可能性があるため注意が必要である。 

 

(4) 今後の期待 

新しい後処理技術として、3Dモデルを構築し、3Dモデル内に点検した画像等を紐付け、

画像の保存が可能であるが、今回の実証においては、目視の代替の評価までにとどまってい

る。 

今後、このような新技術を活用し、有効性が高まることが期待される。 

  



Ⅱ-19 

 

2.5 目視検査の代替可能性に関する考察 

 

(1) 利点 

ドローン活用の最大の利点としては、足場がないと検査を行うことができない高所の目

視検査が可能となる点である。今回はドームルーフタンクが対象であったが、ドローンが入

れる機器や配管（排気ダクト、煙道、煙突、海底配管等）については、目視検査を代替する

可能性があると考えられる（ただし、 飛行途中でドローンが停止・衝突又は落下するリス

クへの対策が別途必要）。 

 

(2) 検査の代替 

検査の観点では、腐食、摩耗、傷、スケール付着・堆積、破損、割れ、変形・ゆるみ・剥

離といった不具合の一次検査には、ドローンの取得した画像による代替が可能と考えられ

る。 

このため、工業用カメラの利用を許容している対象設備を拡大すべく、高圧ガス設備の保

安検査基準である KHKS等の関連制度をアップデートしていくことが有効である。 

また、二次検査となる損傷・腐食・変形の定量的な評価については、現状ではドローンに

計測手段が装備されていないため、民間企業によるドローンの技術開発や実証等により、別

途目的に沿った検査ツールが整備されることが期待される。 

 

(3) 期待効果 

足場を設置することなく、ドローンが高所の状況を撮影できることから、煙突、フレアス

タック、高所配管等の腐食損傷状況をドローンによる確認を実施し、本当に必要な箇所のみ

足場を組んで検査をするといったスクリーニング検査としてドローンを活用することで、

足場コストを削減する可能性がある。また、腐食の損傷の有無や部位の確認は可能なため、

点検業務（特にオフサイトエリアの広大なタンク群、配管）を本当に点検が必要な場所を重

点的に点検できる等、業務の効率化、点検網羅性の向上が期待できる。 

 

(4) 導入・運用の課題 

ドローンの活用には、上に示したメリットや期待される効果もあるが、事業者が導入・運

用するにあたっては、以下の課題が挙げられる。 

 

① ドローンは非防爆機器であるため、防爆規制への対応（使用範囲や時期の限定） 

② 上記を踏まえた上での利用目的の決定及び投資対効果の算出 

③ 運用にあたっての要員の確保、飛行する際の社内ルールや要領の制定、各部署の役割

の分担等の環境整備 
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第3章 プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドラインの改

訂の検討 

 

3.1 プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドラインの改訂のポイント 

本改訂においては、設備内部の飛行方法を明記することを目的とし、これまでのガイドラ

インにおける「第１章 概要」と「第３章 設備開放時におけるプラントでのドローンの活

用方法」の見直しを行った。あわせて、関連法令の改正状況の確認、プラント内における危

険区域の精密な設定方法に関するガイドラインの追加、委員名簿の変更（平成 30年度の名

簿から、令和元年度の名簿に変更）、誤字等の修正を行った。 

表 3.1 に現行ガイドラインの章別記載内容と改訂の必要性、にガイドラインの改訂のポ

イントを示す。 

 

表 3.1 現行ガイドラインの章別の内容と改正の必要性 

 現行のガイドラインの内容 改訂の必要性 

第１章 概要 

概要として、1.1 背景と目的、1.2 適用範囲、1.3 航空法の

適用について、1.4 電波法の適用について、1.5 ドローン活

用の流れ、1.6 用語及び定義について示した。 

 

あり：経緯、適

用範囲等を見直

し 

第２章 通常運転時におけるプラントでのドローンの活用方法 

プラント内で通常の生産活動が行われている状況において、

「爆発性雰囲気を生成する可能性がなく、火気の制限がない

エリア」及び「爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリア

の近傍や火気の制限があるエリアの近傍」のエリアに分け

て、ドローンの活用方法について示した。 

 

なし 

 

第３章 設備開放時におけるプラントでのドローンの活用方法 

プラント内で、解放状態によりメンテナンスが行われている

設備や、遊休設備等において、爆発性雰囲気を生成する可能

性がなく、または生成しないための火気の制限がない状態を

想定。現行ガイドラインは、第２章を参照した。 

 

あり：設備内部

における活用方

法を明記 

第４章 災害時におけるプラントでのドローンの活用方法 

プラント内において災害等の事故が発生した場合、または地

震・津波・風水害・周辺の開催の影響によりプラント内にお

いて火災等の事故が発生するおそれのある上程におけるド

ローンの活用方法について示した。 

 

なし 

第５章 関連法令 

関連法令として、航空法、電波法、労働安全衛生法、高圧ガ

ス保安法、消防法の関連する箇所を明記した。 

 

あり：航空法の

改正等を反映 
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表 3.2 主な改訂内容 

 主な改訂内容 

第１章 概要 

・1.1：背景と目的に令和元年度の取り組みを記載 

・1.2：適用範囲に屋内も対象とすることを明記 

・1.5：ドローンの活用の流れに、新たに３章（設備開放時）の参照を追加 

・1.6：用語の定義に「屋外」、「屋内」を追記 

第３章 設備開放時におけるプラントでのドローンの活用方法 

現行ガイドラインでは、設備開放時であることから、第２章の通常運転時にお

ける爆発性雰囲気を生成する可能性がなく火気の制限がないエリアを参照す

ることとしたが、新たに設備内部を対象として、以下の項目に対する検討を行

い、【屋内・屋外共通の要件】及び【屋内特有の要件】に分け、整理を行った。 

・ドローンの運用事業者の選定 

・操縦者の要件 

・使用する機体の要件 

・飛行計画書の作成内容（リスクアセスメント、リスク対策を含む） 

・事前協議先 

・ドローンを活用した点検等における留意事項 

・飛行記録の作成 

第５章 関連法令等 

・航空法の改正があり、該当箇所を修正 

・「プラント内における危険区域の精密な設定方法に関するガイドライン」を

追加 

・各種法令のURLの引用先を変更した（httpから httpsへの変更にともなう

修正 

別紙 平成 30 年度プラントにおけるドローン活用に関する安全性調査研究会 委員

等名簿 

・令和元年度の研究会の委員名簿への差し替え 
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3.2 プラント設備内部飛行におけるガイドラインへの記載事項の整理 

 

3.2.1 プラント設備内部を飛行する際のリスクについて 

プラント設備内部の飛行にあたり、屋外での飛行と大きく異なる点として、以下の点を想

定した。 

 

 主に人が入れない空間の飛行を想定するため、目視外での飛行となる 

 金属で囲まれた屋内の領域であることから、非 GPS、磁気コンパスが利用できない

環境である 

 

以上を踏まえ、プラント設備内部で想定されるリスクとして、以下のリスクを想定した。 

 

 ドローンの落下等による人的被害や設備が破損するリスク 

 ドローンが設備内部に留まるリスク 

 ドローンが屋外に飛び出し、防爆エリアに侵入するリスク 

 

また、上記のリスクを引き起こす事象として、以下の要因が想定される。 

 

 ドローンが制御不能になる 

 ドローンの的確な操縦が困難になる 

 

ドローンが制御不能となる要因や、的確な操縦が困難になる要因について、以下の想定を

行った。 

 

 ドローンが制御不能になる要因 

 通信の途絶 

 風にドローンが流される 

 設備内部の温度が高すぎる又は低すぎる 

 ドローンが許容量を超えて水等の液体に濡れる 

 ドローンの的確な操縦が困難になる要因 

 暗所のため視界不良 

 設備内部に目印がなく自己位置が認識できなくなる 

 蒸気や粉塵による視界不良 

 操縦者の目視外飛行のスキル不足 

 ドローンとカメラの機能限界により、天井から床まで、設備全体の画像確認が出

来ない 

 ドローンが制御不能になりかつ的確な操縦が困難になる要因 
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 設備内部に狭小部や曲がり角、突起物が存在し、ドローンが拘束される 

 

上記の検討結果を踏まえ作成したツリー図を図 3.1に示す。 

 

 

図 3.1 想定されるリスクのイベントツリー図（再掲） 

 

3.2.2 プラント設備内部におけるドローン活用のリスクアセスメントとリスク対策 

ここでは、プラント設備内部におけるドローン活用のリスクアセスメントとリスク対策、

さらに具体的なリスク対策の例を表 3.3 及び表 3.4 に示す。また、今回の実証実験で実施

した具体的な対策について、表 3.5に示す。 

今回の実証実験の対象設備であるドームルーフタンクは遊休施設であり、事前に設備内

部の確認を行い、リスクに対する対応の確認を行うことができた。また実証実験の際に１時

間程度のアセスメント飛行を最初に行うことにより、リスクに対する安全性を確認した上

で、スクリーニング飛行及び詳細飛行を実施した。今回の実証実験では、ここで挙げたリス

クアセスメントとリスク対策を確認することにより、設備内部においてドローンを安全に

飛行させることができた。 

 

 

通信の途絶（屋内外共通） 制御不能

設備内部に狭小部や曲がり角、突
起物が存在しドローンが拘束される

人や設備内壁に衝突する（屋内外共通）

設備内部に
ドローンが留まる

風にドローンが流される（屋内外共通）

暗所のための視界不良

蒸気や粉塵による視界不良

的確な操縦困難

設備内温度が高すぎる／低すぎる

ドローンが許容量を超えて水／油等に濡れる

操縦者の目視外飛行のスキル不足

ドローンとカメラの機能限界により、天井から床
まで、設備全体の画像確認が出来ない

設備内部に目印等が無い

＋

＋

ドローンが屋外へ飛び出し
防爆エリアへ侵入する（屋内外共通）
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表 3.3 プラント設備内部におけるドローン活用のリスクアセスメント、リスク対策及び具体的なリスク対策の例（1/2） 

 リスクアセスメント リスク対策案 具体的なリスク対策の例 
屋内/屋外 

共通性 

1 
操縦者とドローン間の通信が途絶し、ド

ローンが制御不能になる 

通信状況を事前に確認する 通信が可能かを飛行前に確認する 屋内外共通 

補助機器によって通信を確立する 通信中継器を利用する 

2 

風によりドローンが飛ばされ、制御不能

になる 

風況による飛行中止基準を設ける ○○m/s 以上の風速では飛行を中止す

る 

屋内外共通 

乱流等により不安全な領域が存在する

場合は飛行を中止する 

3 
設備内部が高温又は低温のため電子機

器が故障し、ドローンが制御不能になる 

温度による飛行中止基準を設ける ○○℃以上、又は△△℃以下の雰囲気下

では飛行を中止する 

屋内のみ 

4 
ドローンが許容量を超えて水等に濡れ

故障する 

水環境の中止基準を設定する 事前確認し、水の存在するエリアは飛行

経路から除外する 

屋内のみ 

5 
暗所で視界不良のために操縦困難にな

る 

飛行エリアに照明設備を設置する 照明設備を設置する 屋内のみ 

照明を搭載したドローンを使用する ドローンに照明機器を取り付ける 

6 
飛行経路上に目印等が無いことにより、

的確な操縦が困難になる 

目印がある設備や領域等を飛行する 事前に目印の有無や特徴を確認する 屋内のみ 

7 
蒸気や粉塵による視界不良により、的確

な操縦が困難になる 

蒸気や粉塵の状況による飛行中止基準

を設ける 

有視界○○m 以下の状態では飛行を中

止する 

屋内のみ 

8 

設備内という目視外での飛行を行うス

キルが不足し的確な操縦が難しいリス

ク 

目視外飛行スキルを持つ者が操縦する 目視外飛行スキルを持つ操縦者の配置

を必須条件とする 

屋内のみ 
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表 3.4 プラント設備内部におけるドローン活用のリスクアセスメント、リスク対策及び具体的なリスク対策の例（2/2） 

 リスクアセスメント リスク対策案 具体的なリスク対策の例 
屋内/屋外 

共通性 

9 

ドローンとカメラの機能限界により、天

井から床まで、設備全体の画像確認が出

来ない 

床から天井まで撮影できるカメラを搭

載したドローンを使用する 

床から天井まで撮影できるカメラを搭

載する 

屋内のみ 

10 
設備内部の突起部や狭小部にひっかか

り、設備内部に留まってしまう可能性 

設備内部の突起部や狭小部の無い領域

を飛行する 

事前に設備内部の突起部や狭小部を把

握する 

屋内のみ 

11 

ドローンが衝突し、設備内部を傷つける 衝突しても問題無い設備内を飛行する 設備に対するドローンの衝突可否を確

認しておく 

屋内のみ 

衝突しても設備を傷つけないようなド

ローンを使用する 

ドローン本体を球状のプロテクターで

囲う 

屋内外共通 

12 
ドローンが人に落下する 人が立ち入らない領域で飛行させる 実験時に飛行領域に人を立ち入らせな

い 

屋内外共通 

13 

設備内部にドローンが留まる ドローンを拘束するものがないことを

事前確認する 

突起物や狭小部等がないことを事前に

確認 

屋内のみ 

ドローンを回収する ドローンに回収用の紐をつけた状態で

飛行させる 

外部から配管を切り開く等の処置によ

りドローンを回収可能な場所のみを飛

行する 
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表 3.5 実証実験で実施したリスク対策 

 リスクアセスメント 実証事業でのリスク対策 

1 
操縦者とドローン間の通信が途絶し、ド

ローンが制御不能になる 

通信機器を利用する対策を実施し、アセ

スメント飛行でその有効性を確認した 

2 

風によりドローンが飛ばされ、制御不能

になる 

2m/s 以上の風速で飛行を中止する計画

とし、アセスメント飛行で 2m/s 以下で

あることを確認した 

3 
設備内部が高温又は低音のため電子機

器が故障し、ドローンが制御不能になる 

高温、低温でないことを、事前内部調査

により確認 

4 
ドローンが許容量を超えて水等に濡れ

故障する 

許容量以上の水等がないことを、事前内

部調査により確認 

5 

暗所で視界不良のために操縦困難にな

る 

照明を搭載したドローンを活用し、アセ

スメント飛行で視界不良でないことを

確認 

6 

飛行経路上に目印等が無いことにより、

的確な操縦が困難になる 

事前に図面で溶接線があることを確認

し、また事前内部調査でも確認済みであ

り、アセスメント飛行でも問題ないこと

を確認 

7 
蒸気や粉塵による視界不良により、的確

な操縦が困難になる 

蒸気、粉塵がないことを事前内部調査に

より確認 

8 

設備内という目視外での飛行を行うス

キルが不足し的確な操縦が難しいリス

ク 

十分な飛行実績を有す操縦士に依頼 

9 

ドローンとカメラの機能限界により、天

井から床まで、設備全体の画像確認が出

来ない 

床から天井まで撮影できるカメラを搭

載し、アセスメント飛行で死角がないこ

とを確認 

10 
設備内部の突起部や狭小部にひっかか

り、設備内部に留まってしまう可能性 

アセスメント飛行で、問題ない程度の突

起物、狭小部であることを確認 

11 
ドローンが衝突し、設備内部を傷つける ドローン全体を球状プロペクターで覆

う対策を実施 

12 
ドローンが人に落下する 飛行時にタンク内部に人を立ち入らせ

ない対策を実施 

13 

設備内部にドローンが留まる 突起物や狭小部等、ドローンが拘束され

る状況でないことをアセスメント飛行

で確認 
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3.2.3 屋内飛行に関するガイドラインへの記載内容の検討 

 

(1) ３．１章：ドローン運用事業者の選定 

屋内でドローンを飛行させる際には、ドローン運用事業者がプラントのリスクについて

十分把握する必要がある。そのため、ガイドラインでは、プラント運用事業者が、設計図面

や過去の点検記録を用いて、プラント内部特有のリスクについて説明を行い、対応可能なド

ローン運用事業者を選定することを明記した。 

 

(2) ３．２章：操縦者の要件 

屋内でドローンを飛行させる際には、GPS を活用できない環境や目視外の飛行となる可

能性が高いことが分かった。そのため、これらの環境下でもドローンを安定に飛行させる技

量を有する操縦士でなくてはならないことを明記した。 

 

(3) ３．３章：使用する機体の要件 

屋内の環境に応じて、使用する機体を選定する必要があることを明記した。例えば、衝突

により設備等の損傷・破損が生じるリスクがある場合には、衝突回避機能を有するドローン

や、衝突しても設備が損傷・破損しない機体を選定することを例示した。また、プラントな

設備内部の特有のリスクとして、照明がない暗所であること、水等の濡れが多いこと、粉塵

が多い等といった特有のリスクに合わせて、機体を選定することが望ましい。 

 

(4) ３．４章：飛行計画書の作成と提出 

GPS を活用できない環境や、目視の可否、さらに日常的に人が入ることができない空間

等の課題があることを考慮して、飛行計画書を作成して提出することを明記した。 

また、屋内の飛行にあたっては、点検が主目的であることを考慮し、操縦者、現場の安全

管理を行う安全運行管理者のほか、飛行にあたっての操縦以外のアドバイス（例えば、自己

位置確認、ドローン、カメラ、照明の角度の指示等）を行う補助者の少なくとも３名体制と

することが望ましいと明記した。 

リスクアセスメント及びリスク対策については、表 3.3及び表 3.4の内容を記載した。 

 

(5) ３．５章：事前協議の実施 

屋内の飛行においては、建造物の構造上、ドローンが屋外に出るリスクがない場合には、

海上保安部、警察署、航空局及び近隣プラント等への協議や情報共有は不要とした。 

 

(6) ３．６章：ドローンを活用した点検等の実施 

屋内の飛行におけるドローンを活用した点検等の実施にあたっては、表 3.3 及び表 3.4

のリスクについて確認することの旨を記載するとともに、火気の制限がないこと、ガス検知

が実施されていること等の前提条件についても、改めて確認する意味を含め、明記した。 
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(7) ３．７章：飛行記録の作成と提出 

飛行記録の作成にあたっては、屋内特有の事象やその対策について、飛行記録に記載する

ことが望ましい旨を追記した。 

 

3.2.4 ガイドライン第３章の目次構成 

ガイドライン改訂版の３章の目次構成は、現行ガイドラインの第２章通常運転時と同様

の構成とした。 

表 3.6に屋内飛行を示したガイドライン改訂版の第３章の目次構成を示す。 

 

表 3.6 ガイドライン改訂版の第３章の目次構成 

目次 記載事項 

第 3章 設備開放時等におけるプラントでのドローンの活用方法 

3.1 ドローン運用事業者の選定 屋内外共通の選定方法を記載するとともに、3.2.3(1)

に示す屋内特有の選定時の留意事項を明記した。 

3.2 操縦者の要件 屋内外共通の操縦者の要件を記載するとともに、

3.2.3(2)に示す屋内特有の要件に対する留意事項を明

記した。 

3.3 使用する機体の要件 屋内外共通の使用する機体の要件を記載するととも

に、3.2.3(3)に示す屋内特有の要件に対する留意事項

を明記した。 

3.4 飛行計画書の作成と提出 屋内外共通の飛行計画を記載するとともに、屋内特有

の体制の考え方、表 3.3及び表 3.4に示すリスクアセ

スメント及びリスク対策の考え方について明記した。 

3.5 事前協議等の実施 屋内外共通の事前協議先を記載するとともに、

3.2.3(5)に示す屋内特有の協議対応先の考え方を明記

した。 

3.6 ドローンを活用した点検等

の実施 

屋内外共通の実施時の確認事項を記載するとともに、

屋内特有の実施時の確認事項として、表 3.3 及び表 

3.4 に示すリスクアセスメント及びリスク対策の確認

を行うことを明記した。 

3.7 飛行記録等の作成と提出 屋内外共通の使用する機体の要件を記載するととも

に、3.2.3(3)に示す屋内特有の要件に対する留意事項

を明記した。 
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第4章 今後の展開 

プラントにおけるドローンの活用は、昨年度の調査では、実証レベルで活用した実績があ

る事業者がいる程度であり、十分な活用が行われていなかったが、2019年 3月にガイドラ

インの初版が策定され、一定程度事業者によるドローン活用が進展した。今年度、さらにプ

ラント屋内でのドローン活用に関する内容をガイドラインに盛り込み、また本調査により

プラント内部において目視検査の代替の可能性についても考察により成果を示すことがで

きた。 

近い将来では、工業用カメラの利用を許容している対象となる設備を拡大すべく、高圧ガ

ス設備の保安検査基準である KHKS 等の関連制度のアップデート（図 4.2 参照）を行い、

また防爆ガイドラインと合わせることにより（図 4.3参照）、ドローンの活用の可能性が広

がることが期待される。 

KHKS のアップデート、防爆ガイドラインと合わせた活用等、さらなる普及・活用範囲

の拡大が行われると同時に、ドローン側でも 3D モデル・AI の技術革新が行われ、さらに

ドローンの技術進歩とあわせて、制度の枠組みの見直しによる検査工程の効率化や検査標

準・仕様の統一化が行われることを期待する。 

図 4.1に今後の展開のイメージを示す。 

 

 

図 4.1 今後の展開のイメージ 

  

Phase.1
“環境整備の軸”

Phase.3
“深化の軸”

目視検査の代替を許容する制度改正（ＫＨ
ＫＳ上の工業用カメラの対象範囲の拡大）

防爆ガイドラインとの併用による活用エリ
アの拡大

産業保安監督部や自治体と事業者による訓
練の共同実施等による連携

二次検査（損傷深さ等）の代替
非破壊検査の代替

３Ｄモデルの構築等によるデータ管理・保全の容易化
⇒画像データを定期的に集めておくことで、将来、目的に応じた用途に転用可能
⇒属人性が高い業務のノウハウをデジタル化し、共有・継承

 ＡＩによる自動分析・事故予兆
検査工程の効率化
業界（複数企業）におけるドローンによる検査標準・仕様の統一化

Phase.2
“普及・活用範囲拡大の軸”

ガイドライン策定
目視検査に関する法令
解釈の明確化

活用事例集の策定

“効率化・加速化の軸”
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図 4.2 KHKS の対象範囲の拡大 

 

 

図 4.3 防爆ガイドラインと合わせたドローンの活用 

 

４ ガス設備（導管を除く）

4.3.1 一般

高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係
る検査は4.3.3の目視検査及び4.3.4
の非破壊検査肉厚測定を含む）による
か4.3.5の耐圧試験によるものとし、耐圧
性能及び強度に支障を及ぼす減肉、劣
化損傷、その他の異常がないことを確認
する。

4.3.3 目視検査

「直接目視又はファイバースコープ、工業
用カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使
用し、若しくはこれらを組み合わせて次の
通り実施する」

工業用カメラによる目視検査が
許容されている設備

今後検討すべき設備の例

1.1 境界線・警戒標

5.1.1 温度計

5.1.2 圧力計

5.1.3 液面計

6.20 ベントスタック・フレアースタック

7.1 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管

7.2 コンビナート製造事業所間の導管

8.5 容器置き場

※一部の例として抜粋したもの

非防爆機器の使用可能エリア拡大の考え方・イメージ
現状の第２類危険箇所(緑四角枠内)

評価後の
第２類危険箇所
（赤丸枠内）

プラント設備

評価後の非危険箇所（赤丸枠外）
→ドローンの飛行が可能に

詳細リスク評価
（IEC60079-10-1:2015, JIS_C60079-10:2008等に依拠）

現状の第２類危険区域
通常の電子機器等の使用不可

（防爆の電子機器等は使用可能）

評価後の
第２類危険区域

評価後の
非危険区域

通常の電子機器等も使用可能通常の電子機器等の使用不可
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第1章 概要 
 

1.1 背景と目的・改訂の経緯 
近年、建設インフラをはじめとする産業インフラ点検においてドローンの活用が具体化

しており、期待されている。また、コンビナート等の石油精製、化学工業（石油化学を含む）

等のプラントにおいては、ドローンを活用することにより、高所からの撮影が容易になり、

将来的にフレア設備や塔類等の高所や大型石油貯槽タンク等の設備内外の日常点検や災害

時の迅速な点検を行うことが可能となり、プラントの保安力向上や労働災害撲滅に繋がる

ことが期待されている。 
一方、一部のプラントにおいて、ドローンは試験的に利用され始めているものの、安全に

活用するための指標や方法が提示されていないこともあり、本格的な活用には至っていな

い状況にあった。 
こうした状況に鑑み、2019 年 3 月にプラント内等でプラント事業者がドローンを安全に

活用・運用するための留意事項を整理したガイドラインの初版を策定し、一定程度事業者に

よるドローンの活用が進展した。一方で、初版のガイドラインはプラントの「屋外」でドロ

ーンを活用することを対象にしており、塔槽類や配管、タンク等の設備の内部といった「屋

内」においても腐食状況を確認する等のニーズが存在するものの、ドローンへの通信電波へ

の影響や空間内の気流の乱れといった特有のリスクやドローンを安全に活用させるための

課題が存在した。 
このため、実証実験における成果や研究会での議論を通じ、屋内でのドローン活用の安全

要件を整理し、その際に必要なリスクアセスメントやリスク対策を盛り込む形で本ガイド

ラインを改訂した。ドローンの安全な運用方法について整理し、追記したものとなっている。

本ガイドラインを参考にし、十分な検討を行った上で、安全にドローンを活用・運用するこ

とが望まれる。 
なお、ドローンに関する技術の進展や、これに伴う関連法令の整備等、官民における様々

な取組も行われていることから、ドローンを活用するプラント事業者は、安全にドローンを

活用・運用するために、最新の動向を把握するよう努めることが望まれる。 
また、米国国立標準技術研究所により、災害・点検等を対象としたドローンの操縦技量を

評価する標準的な手法の開発等が進められている。このような動き等を踏まえながら、本ガ

イドラインに操縦技量の評価手法を盛り込むこと等を含め、今後適時適切に検討し、見直し

を行っていくことが必要である。 
 

1.2 適用範囲 
本ガイドラインは、コンビナート等の石油精製、化学工業（石油化学を含む）等のプラン

ト内において、カメラ等を装備したドローンの飛行を行い、カメラによる撮影等を行う行為

を対象とする。なお、ドローンを飛行させるエリアは、そのプラント事業者の管理下にある

私有地の屋外及び屋内を対象とし、プラント事業者の管理下にはないエリアは含まないも

のとする。 
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また、本ガイドラインは、初めてプラントにおけるドローンを活用するプラント事業者を

想定し作成されたものである。 
加えて、プラントにおけるドローンの活用が継続されることにより、各プラント事業者が

自ら安全な活用のための手順を見直し、マニュアル化することが期待される。 
 

1.3 航空法の適用について 
ドローンの活用は、航空法（5.1 節参照）の規制の下、実施される必要がある。従って、

航空法第 132 条により無人航空機の飛行の制限がされている空域で飛行を実施する場合、

航空法第 132 条の 2 により規定されている方法以外による飛行を実施する場合には、地方

航空局長の許可・承認を受ける必要がある。具体的に許可・承認を受ける必要がある条件は、

以下の通りである。 
 
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域は以下である。 

(ｱ) 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域 
(ｲ) 空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域 
(ｳ) 人口集中地区の上空の空域 

 
(2) 無人航空機の飛行の方法は以下の通りであり、以下の方法以外での飛行を行う場合に

は、承認が必要となる。 
(ｱ) 日中（日出から日没まで）に飛行させること 
(ｲ) 目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させ

ること 
(ｳ) 人（第三者）又は物件（第三者の建物、自動車など）との間に３０ｍ以上の距離

を保って飛行させること 
(ｴ) 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し会場の上空で飛行させないこと 
(ｵ) 爆発物など危険物を輸送しないこと 
(ｶ) 無人航空機から物を投下しないこと 

 
飛行空域や飛行方法が上記に該当する場合には、適切に航空法上の許可・承認を受けなけ

ればならない。そのため、プラントにおいてドローンを活用する場合には、許可・承認が必

要かどうか、事前に地方航空局に確認を行う必要がある。許可・承認が必要な場合には、「無

人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（航空局長）」※1に従い、適切に手続きを行

う必要がある。また、想定する飛行空域や飛行方法が、航空局の許可・承認の必要がないも

のであっても、ドローンの活用にあたっては「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査

要領（航空局長）」に従った活用方法とすることが望ましい。 
なお、国土交通省が定める「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のため

                                                   
※1 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf） 
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のガイドライン」※2や「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」※3等も活用

する必要がある。 
 

1.4 電波法の適用について 
ドローンの操縦や、搭載したカメラからの映像伝送には電波が使用されていることから、

ドローンの活用は電波法（5.2 節参照）の規制の下、実施する必要がある。 
 

1.5 ドローン活用の流れ 
図 1-1 は、プラントでドローンを活用する場合の基本的な手順を示したものである。 
  

 
図 1.1 通常運転時におけるプラントでのドローンを活用する場合の流れ 

 
1.6 用語及び定義 
本ガイドラインに使用する用語を以下のように定義する。 
 
(1) 「プラント」とは、石油コンビナート地域を含む石油精製、化学工業（石油化学を含

む）等の事業所とする。 
(2) 「爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリア」とは、「工場電気設備防爆指針（ガ

ス蒸気防爆 2006）」（産業安全研究所技術指針 NIIS-TR-NO.39 (2006)）において定

                                                   
※2 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001228024.pdf） 
※3 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html） 

飛行計画立案者 ドローン運用事業者 飛行計画承認者

ドローンの飛行目的・撮影対象等の選定

ドローン運用事業者の選定

飛行計画書に記載すべき項目の検討
1.飛行目的・飛行計画 ２.リスク分析 ３.安全対策 ４.事故対処方法

必要に応じ、飛行許可の取得
（航空法対応）

飛行計画書の作成と提出 飛行計画書の受領

飛行計画書の
審査、承認

事前協議・意見集約

ドローンを活用した点検等の実施
（飛行前確認、飛行中確認の実施）

飛行記録の作成と提出
（飛行記録、ヒヤリハット事例等、その他） 適宜、受領、承認

必要に応じて協議・
相談・情報共有

必要に応じて報告

外部関係機関

必要に応じて協議・
相談・情報共有

必要に応じ、
フィードバック

航空法による許可・申請の必要性
の確認

2.1節,3.1節

2.4節,3.4節

2.5節, 3.5節

2.6節,3.6節

2.7節,3.7節
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義する特別危険箇所、第一類危険箇所及び第二類危険箇所を指す。 
(3) 「火気の制限があるエリア」は以下の場所を指す。 

① 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第 37 条で指定される場所 
② 危険物の規制に関する政令第 24 条第 1 項第 13 号で指定される場所 

(4) 「ドローン」とは、航空用に供する回転翼航空機等の機器であり、構造上人が乗るこ

とができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができ、産業

用に供する 25kg 未満の小型のものとする。 
(5) 「ドローン運用事業者」とは、ドローンを活用し、プラント内でのドローンの飛行を

実施させる事業者とする。また、ドローン運用事業者としてプラント事業者を選定す

ることも可能である。 
(6) 「飛行計画立案者」とは、プラント事業者において、飛行計画を立案する者をいう。 
(7) 「飛行計画承認者」とは、プラント事業者において、飛行計画を承認する者をいう。 
(8) 「飛行計画書」とは、プラント内において、ドローンを飛行させるための、目的、飛

行ルート、リスクアセスメント、リスク対策（リスク低減対策も含む）、事故対処方

法について記載したものをいう。 
(9) 「外部関係機関」とは、プラント内において、ドローンを飛行させるために、情報共

有を行うべき機関をいう。 
(10) 「通常運転時」とは、プラント内において、通常の生産活動が実施されている状態

をいう。 
(11) 「設備開放時等」とは、プラント内において、開放状態によりメンテナンスが行わ

れている設備や、遊休設備等において、爆発性雰囲気を生成する可能性がなく、また

は、生成しないため、火気の使用制限がない状態をいう。 
(12) 「屋外」とは、プラント内における塔槽類や配管、タンク等の設備の外部や建築物・

構造物の外部をいう。 
(13) 「屋内」とは、プラント内における「屋外」以外の場所をいい、塔槽類や配管、タン

ク等の設備の内部や建築物・構造物の内部をいう。 
(14) 「災害時」とは、プラント内において火災等の事故が発生した場合、または、地震・

津波・風水害・周辺地域の火災等の影響によりプラント内において火災等の事故が発

生するおそれのある状態をいう。 
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第2章 通常運転時におけるプラントでのドローンの活用方法 
通常運転時におけるプラントでのドローンの活用にあたっては、図 1.1 の流れに沿って

実施することが望ましい。そのため、以下の手順に従い、ドローン運用事業者の選定にあた

っては 2.1 節に示す要件を満たし、飛行計画の立案、事前協議の実施、ドローンの活用及び

飛行記録の作成を行う。また、操縦者の要件は 2.2 節に示す事項、使用する機体の要件は 2.3
節に示す事項を満たした上で実施することが望ましい。 

 
2.1 ドローン運用事業者の選定 
プラント事業者は、ドローン運用事業者について、1.3 節に示す航空法の規定に基づき、

安全を確保するために必要な体制を満たす事業者を選定する必要がある。 
また、ドローン運用事業者は、2.2 節に示す要件を満たした操縦者による飛行、2.3 節に

示す要件を満たした機体による飛行を実施しなければならない。 
 

2.2 操縦者の要件 
プラントにおいてドローンを飛行させる操縦者は、プラントの状況に応じ、1.3 節に示す

航空法の規定に従った操縦を行うために必要な技量を習得した操縦者でなければならない。

必要な操縦技量としては、基本的な操縦技量を有し、加えて業務を遂行するために追加で必

要となる操縦技量を習得した操縦者でなくてはならない。 
作業員や車両通行が多いプラントにおいては、プラント事業者と協議の上、必要に応じ目

視外飛行や人又は物件から 30m 以上の離隔が確保できない飛行、150m 以上の飛行を実施

する能力がある操縦者を選定することが望ましい。 
 

2.3 使用する機体の要件 
プラントにおいて飛行させる機体は、飛行のリスクに応じ、1.3 節に示す航空法の規定及

び 1.4 節に示す電波法の規定による要求事項を満たす機体でなければならない。また、機体

の性能の他、定期又は日常的な点検・整備状況に関する要求事項についても同様に満たす必

要がある。 
また、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれのある飛行のリスクを事前に検証した

上で、プラント事業者と協議の上、必要に応じて危機回避機能（フェールセーフ機能）や冗

長性を有する機体を選定することが望ましい。 
 

2.4 飛行計画書の作成と提出 
ドローン運用事業者を選定後、飛行計画書の作成にあたり、プラント事業者は、ドローン

運用事業者とプラントにおいて特に考慮すべきリスクについて十分に情報を共有すること。 
プラントにおいて、ドローンを活用するためには、飛行計画立案者は、飛行計画書を作成

し、飛行計画承認者に提出し、承認を受けることが望ましい。飛行計画書の作成にあたって

は、以下の内容について十分な検討を行い、作成することが望ましい。なお、ドローンの活

用に当たっては、天候やプラントの状態・設備等の条件に応じて飛行の可否が検討・判断さ
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れる場合も考えられることから、飛行計画は、それらの条件に変化が無いと考えられる、あ

る一定の期間に応じた計画書として作成することも可能である。 
各項に、飛行計画書に記載すべき内容を示す。 
 
(1) ドローンの飛行目的・計画 

(ｱ) 飛行目的 
(a) 目的（設備の点検／建屋等プラント以外の点検／敷地の巡回／避難訓練／

ＰＲ動画／等） 

(b) 撮影方法（静止画撮影／動画撮影／赤外線撮影／等） 

(c) 撮影対象（設備／建屋／敷地／等） 

(d) 飛行エリアの状態（爆発性雰囲気を生成する可能性がなく火気の制限がな

いエリア／爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアの近傍や火気の制

限があるエリアの近傍） 

 
(ｲ) 飛行計画 

飛行目的、撮影対象、飛行エリアの状態に応じた飛行ルートを決定し、飛行日

時、必要な監視人数について検討を行った飛行計画 
 
(2) リスクアセスメント 
プラントにおけるドローンの活用にあたり、飛行エリアに応じてリスクアセスメント

を実施し、飛行計画書に記載する。特にプラントにおける最大のリスクは、爆発性雰囲気

を生成する可能性があるエリア及び火気の制限があるエリアへの侵入や落下が生じ、設

備破損やバッテリーの破損による発火、引火による大事故が生じる点である。本ガイドラ

インにおいては、エリア別に想定すべきリスクについて例示を行う。飛行計画立案時には、

これを参考にプラント別でのリスクアセスメントを行うことが望まれる。 
以下に一般的な、プラントにおけるリスクの例を示す。 

 
(ｱ) 爆発性雰囲気を生成する可能性がなく火気の制限がないエリアにおけるリスク

は、ドローンの落下等による人的被害あるいは通常運転に大きな影響を与える

設備の破損であり、主な要因は以下の通りである。 
(a) 作業員、通行車両、設備等の上空での飛行 

(b) 悪天候、強風時での飛行 

(c) 海岸沿いのプラントにおいては地形条件がもたらす風況の影響があること

から、瞬間的な強風が生じた場合には、ドローンの制御不能や落下のリスク

につながる可能性が考えられる 

(d) 飛行中の他の航空機や鳥獣に接触すること等 

(e) フレアスタック等の高さのある金属の施設近傍での磁気センサーの乱れ、

GPS の不具合及びドローンで使用する電波と同一の電波を使用する通信機
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器等からの電波干渉による飛行への影響 

 
(ｲ) 上述のリスクに加え、爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアの近傍や火気

の制限があるエリアの近傍におけるリスクは、同エリアに侵入し、着火するリス

クであり、主な要因は以下の通りである。 
(a) ドローンの機能に不具合が生じ、ドローンが停止、落下すること 

(b) ドローンの飛行高度において、耐風性能を超える風速が生じ、機体が流され

ること 

(c) 落下等の衝撃によりバッテリーが破損し、着火すること 

 
(3) リスク対策 
(2)のリスクアセスメントの結果に応じ、リスク対策の検討を行い、飛行計画書に記載

する。リスク対策は、飛行目的、飛行ルート等に応じて適切に実施することが望ましい。 
以下に、一般的なリスク対策の例を示す。 
 

(ｱ) 爆発性雰囲気を生成する可能性がなく火気の制限がないエリアにおけるリスク

対策の例 
(a) 飛行前、飛行当日におけるプラント入構者への、ドローン飛行の実施及び飛

行ルートに関する周知の徹底 

(b) 飛行ルート上の作業員、交通量に応じた適切な監視体制下での実施 

(c) 悪天候時、一定の風速を超えた場合の作業中止 

(d) 磁気センサー、GPS の不感地帯及び通信輻輳等による電波利用環境の悪化

時及びその他不具合発生時に危機回避機能（フェールセーフ機能）が正常に

作動するための対策 

 ドローンで使用する電波を良好に受信できない場合には、離陸地点若し

くは電波を良好に受信できる地点まで自動的に戻る機能（自動帰還機能）

又は電波を良好に受信できるまでの間は空中で位置を維持する機能が作

動すること 
 GPS 等の電波を良好に受信できない場合には、その機能が復帰するまで

空中で保持する機能、安全な場所に自動着陸を可能とする機能又は GPS
等以外 により位置情報を取得できる機能が作動すること 

 電池の電圧、容量又は温度等に異常が発生した場合に、発煙及び発火を防

止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る機能若しくは安全な自動着

陸を可能とする機能 
 

(ｲ) 爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリア近傍や火気の制限があるエリアの

近傍における追加のリスク対策の例（プラント内での飛行環境に応じ、下記一般



8 
 

的な対策に加え、複数の対策を組み合わせることが望ましい） 
(a) 一般的な対策 

 風速等による明確な飛行中止条件の設定 
 飛行中止判断者の配置 
 保安道路等、非危険なエリアでの離着陸の実施 

(b) ドローンが落下した場合においても、爆発性雰囲気を生成する可能性があ

るエリアや火気の制限があるエリアに侵入しないための対策 

 風況、飛行高度等に応じた危険なエリアとの離隔の想定 
 風速の監視・連絡体制の確保 

(c) ドローンが安全な航行が困難になった場合に、暴走させないための対策 

 飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難とな

った場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がな

されている機体を用いること 
 より高い技術を有する操縦士による操縦の実施 
 安全に不時着させる位置を事前に決めておくこと 

(d) ドローンが落下し、爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアや火気の

制限があるエリアに侵入した場合に備えたリスク対策 

 事前のガス検知の実施 
 防火・消火体制の確保 
 衝撃等に強いバッテリーの選定 

 
(4) 事故対処方法 
(2)のリスクアセスメントに応じ事故時の対処方法について、事前検討を行い、緊急連

絡系統等を策定し、飛行計画書に記載する。 
 

2.5 事前協議等の実施 
プラントにおいてドローンを活用する際、飛行計画立案者は、社内関係機関との協議を実

施する。また、必要に応じ、外部関係機関との情報共有を実施する。 
以下に、事前協議等について示す。 
 
(1) 社内関係機関との協議と承認 
事前協議として、社内関係者、承認者との協議を行い、意見等を飛行計画書に反映する。 

 
(2) 外部関係機関への情報共有 
プラント及びプラント周辺（公園、公共の施設、道路及び民家等）の状況に鑑み、必要

に応じて外部関係機関である、管轄消防、産業保安監督部、海上保安部、警察署、航空局、

自治体及び近隣プラント等と協議、相談または情報共有等を行う。また、要望等が生じた

場合には、適宜検討を行い、飛行計画に反映する。 
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2.6 ドローンを活用した点検等の実施 

2.4 節に示す飛行計画に従い、プラントにおいてドローンを活用した点検等にあたっては、

プラントの状況に応じ、1.3 節に示す航空法の規定により、飛行前、飛行中の安全確認を行

い、安全に配慮した運用を心がける。 
また、プラントにおける設備の構成は複雑であることから、プラント事業者は、過去に同

プラントで飛行実績のないドローン運用事業者及び操縦者に対し、飛行前に事前にプラン

トの飛行環境を十分に説明すること。 
以下に、飛行当日におけるプラントにおいて確認すべき事項の例を示す。 
 
(1) 飛行前の確認 

(ｱ) 一般的な確認事項 
(a) プラント入構者への、ドローン飛行の実施及び飛行ルートに関する周知の

徹底がされているか 

(b) 計画通りの実施体制となっているか 

(c) 天候、風速は計画条件を満たしているか 

(d) 飛行ルートに接近する第三者、及び第三者の車両等がないか 

(e) 磁気センサー、GPS、ドローンにおける電波の受信環境に問題はないか 

 
(ｲ) 爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリア近傍や火気の制限があるエリア近

傍における飛行に係る確認事項 
(a) 飛行中の中止判断の条件が設定されているか 

(b) 飛行中の中止判断を行う者が明確であるか 

(c) リスク対策に応じた確認事項の例 

 ガス検知が実施されているか 
 防火・消火体制が確立されているか 
 離隔は確保されているか 
 風速の連絡体制が確認されているか 等 

 
(2) 飛行中の状況確認 

(ｱ) 飛行中のドローンの直下に接近する第三者、及び第三者の車両等がないか 
(ｲ) 他の航空機や鳥獣が接近していないか 
(ｳ) 天候、風速の状況に変化はないか 
(ｴ) 計画通りの飛行状況（高度、緯度・経度）か 
(ｵ) 磁気センサー、GPS、通信状況等の電波環境に問題はないか 

 
2.7 飛行記録等の作成と提出 
プラントにおいて、ドローンを活用した場合、1.3 節に示す航空法の規定に定めのないド
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ローンの活用においても、飛行記録等を作成することが望ましい。 
 
(1) 飛行記録 
作成した飛行記録については、飛行計画承認者等に提出することが望ましい。 

 
(2) ヒヤリハット事例及び活用により得た知見 
プラントにおけるドローンの活用において特に注意すべきヒヤリハットが生じた場合

や安全な活用方法についての新たな知見や気づきを得た場合、事業所内で共有すること

が望ましい。 
 
(3) その他 
今後のドローンの活用のため、必要に応じて活用結果とその有効性、今後の課題等が得

られた場合は、事業所内で共有することが望ましい。 
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第3章 設備開放時等におけるプラントでのドローンの活用方法 
本ガイドラインで定義する設備開放時等においては、爆発性雰囲気を生成する可能性が

なく、火気の制限がないことを前提に、ドローンを飛行させることができる。また、設備開

放時等におけるプラントでのドローンの活用にあたっては、通常運転時と同様、図 1.1 の

流れに沿って実施することが望ましい。 
一方、通常運転時の設備が隣接する場合には、第２章で示した事項を考慮することが望ま

しい。 
設備開放時等においては、屋外と屋内それぞれでの利用が想定され、それぞれの特有のリ

スクに応じたリスクアセスメントやリスク対策が求められることから、屋外・屋内共通の活

用方法と、屋内特有のリスクに応じて追加的に実施すべき活用方法を記載した。なお屋内特

有のリスクについては、プラント事業者がドローンの飛行について問題ない状況であるこ

とについて十分な検討を行い、実施することが望ましい。 
事業者におかれては、それぞれのユースケースに応じた対応を実施し、活用されたい。 

 
3.1 ドローン運用事業者の選定 
【共通の要件（屋外・屋内）】 

ドローン運用事業者の選定にあたっては、1.3 節に示す航空法の規定に基づき、安全を確

保するために必要な体制を満たす事業者を選定する必要がある。 
また、ドローン運用事業者は、2.2 節に示す要件を満たした操縦者による飛行、2.3 節に

示す要件を満たした機体による飛行を実施しなければならない。 
【屋内特有の要件】 
上記に加え、屋内での活用においては、設計図面や点検記録等を活用し、特有のリスクに

ついて説明を行い、対応可能な事業者を選定する必要がある。 
 

3.2 操縦者の要件 
【共通の要件（屋外・屋内）】 

プラントにおいてドローンを飛行させる操縦者は、プラントの状況に応じ、1.3 節に示す

航空法の規定に従った操縦を行うために必要な技量を習得した操縦者でなければならない。

必要な操縦技量としては、基本的な操縦技量を有し、加えて業務を遂行するために追加で必

要となる操縦技量を習得した操縦者でなくてはならない。 
【屋内特有の要件】 
上記に加え、屋内の環境でも十分安全に活用できる十分な技量を有する操縦者でなくて

はならない。さらに、特に GPS を使用できない環境や目視外での飛行（屋外での操縦を含

む）の場合においても、安全に活用できる十分な技量を要する操縦者でなくてはならない。 
 

3.3 使用する機体の要件 
【共通の要件（屋外・屋内）】 

プラントにおいて飛行させる機体は、飛行のリスクに応じ、1.3 節に示す航空法の規定及
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び 1.4 節に示す電波法の規定による要求事項を満たす機体でなければならない。また、機体

の性能の他、定期又は日常的な点検・整備状況に関する要求事項についても同様に満たす必

要がある。 
また、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれのある飛行のリスクを事前に検証した

上で、プラント事業者と協議の上、必要に応じて危機回避機能（フェールセーフ機能）や冗

長性を有する機体を選定することが望ましい。 
【屋内特有の要件】 
上記に加え、目的や屋内環境について十分な調査・検討を行い、その飛行環境下でも安全

に飛行可能な機体を選定することが必要。例えば、衝突により設備等に損傷・破損が生じる

リスクがあることから、衝突回避機能を有することや、ガード等の機構を有することで設備

等に損傷・破損を生じない機構を有する必要がある。 
その際は、プラント事業者と協議の上、設備に衝突した場合でも影響が小さい機体の選定

を行うことが望ましい。 
 

3.4 飛行計画書の作成と提出 
【共通の要件（屋外・屋内）】 

ドローン運用事業者を選定後、飛行計画書の作成にあたり、プラント事業者は、ドローン

運用事業者とプラントにおいて特に考慮すべきリスクについて十分に情報を共有すること。 
プラントにおいて、ドローンを活用するためには、飛行計画立案者は、飛行計画書を作成

し、飛行計画承認者に提出し、承認を受けることが望ましい。飛行計画書の作成にあたって

は、以下の内容について十分な検討を行い、作成することが望ましい。なお、ドローンの活

用に当たっては、天候やプラントの状態・設備等の条件に応じて飛行の可否が検討・判断さ

れる場合も考えられることから、飛行計画は、それらの条件に変化が無いと考えられる、あ

る一定の期間に応じた計画書として作成することも可能である。 
【屋内特有の要件】 
上記に加え、飛行計画の策定にあたっては、GPS を利用できない環境、目視の可否等の

条件、また日常的に人が入ることができない空間や高所において活用する場合は、設備の目

印、突起物等の障害物の有無ついて十分な確認、検討を行う必要がある。 
なお、日常的に人が入ることができない空間や高所においても、爆発性雰囲気を生成する

可能性がなく火気の制限がないことを事前に確認する必要があることに留意する。 
また、これらのリスクに対しては、詳細な飛行の前に屋内の状況を把握するためのアセス

メント飛行を行い、計画で考慮することが望ましい。 
 
各項に、飛行計画書に記載すべき内容を示す。 
(1) ドローンの飛行目的・計画 

(ｱ) 飛行目的 
(a) 目的（設備の点検／建屋等プラント以外の点検／敷地の巡回／避難訓練／
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ＰＲ動画／等） 

(b) 撮影方法（静止画撮影／動画撮影／赤外線撮影／等） 

(c) 撮影対象（設備／建屋／敷地／設備内部／配管等の機器／等） 

(d) 飛行エリアの状態（爆発性雰囲気を生成する可能性がなく火気の制限がな

いエリア／爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアの近傍や火気の制

限があるエリアの近傍） 

 
(ｲ) 飛行計画 

飛行目的、撮影対象、飛行エリアの状態に応じた飛行ルートを決定し、飛行日

時、必要な監視人数について検討を行った飛行計画 
【屋内特有の要件】 
屋内を飛行させる場合は操縦者、現場の安全管理を行う安全運航管理者に加

え、飛行に当たっての操縦以外のアドバイス（例えば、自己位置確認、ドローン、

カメラ及び照明の角度の指示等）を行う補助者の少なくとも３人以上の体制と

することが望ましい。 
 
(2) リスクアセスメント 
プラントにおけるドローンの活用にあたり、飛行エリアに応じてリスクアセスメント

を実施し、飛行計画書に記載する。飛行計画立案時には、これを参考にプラント別でのリ

スクアセスメントを行うことが望まれる。 
本ガイドラインにおいては、屋外・屋内共通のリスク、屋内特有のリスク別に、想定す

べきリスクについて例示を行う。飛行計画時にはこれを参考にリスクアセスメントを行

うことが望まれる。 
なお、屋内特有のリスクについては、GPS を利用できない、目視外の飛行、日常的に

人が入ることができない空間や高所といった条件下で、ドローンが設備や人へ衝突する

ことや、落下による設備破損や人的被害の可能性が挙げられる。さらに設備の構造に、狭

い空間や突起物がある場合においては、ドローンが屋内で拘束される可能性があること

である。 
 

(ｱ) 【共通のリスク要因（屋外・屋内）】 
(a) ドローンの耐風性能以上の風況が生じること 

(b) 操縦者とドローンの間の通信が途絶すること 

(c) 設備の金属の施設近傍での磁気センサーの乱れ、GPS の不具合及びドロー

ンで使用する電波と同一の電波を使用する通信機器等からの電波干渉によ

る飛行への影響（なお、一般的な設備内部の場合、磁気センサー、GPS 等

の電波が利用できない環境が多いことに留意する必要あり） 
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(ｲ) 【屋内特有のリスク要因】 
(a) 屋内が高温又は低温の場合、電子機器が故障し操縦困難になること 

(b) 屋内のような閉鎖空間内において、ドローン自身に起因する気流の乱れに

より、操縦困難になること 

(c) 屋内に残留する水等の液体の影響により、電子機器が故障することにより

操縦困難になること（特に油等の可燃性の液体・ガスは火災に繋がる可能性

があるため確実にないことを要確認） 

(d) 暗所による又は蒸気や粉じんの影響による視界不良のため、操縦困難にな

ること 

(e) 飛行経路に目印がないこと又は操縦士が目視外での飛行スキルが十分でな

い場合、自己位置が認識できず、操縦困難になること 

(f) 操縦困難な場合に、設備や人への衝突による設備破損、人的被害が生じるこ

と 

(g) 操縦困難な場合に、突起物や狭小部に拘束されること 

(h) 高所等、事前に確認できない場所が存在し、かつドローンとカメラの機能に

より設備内部の全体が認識できない場合、想定外の突起物等によりドロー

ンが衝突又は拘束されること 

(i) マンホール等、狭小な空間から設備外の爆発性雰囲気を生成する可能性の

あるエリアに侵入すること 

 
(3) リスク対策 
(2)のリスクアセスメントの結果に応じ、リスク対策の検討を行い、飛行計画書に記載

する。リスク対策は、飛行目的、設備内部の条件等に応じて適切に実施することが望まし

い。 
以下に、一般的なリスク対策の例を示す。 

 
(ｱ) 【共通のリスク要因（屋外・屋内）】 

(a) 一定の風速を超えた場合の作業中止基準を設ける 

(b) エクステンダー等のような通信拡張装置により通信を確立する 

(c) 通信状況の逐次確認及び通信が途絶する可能性がある場合の作業中止基準

を設ける 

(d) 磁気センサー、GPS が利用できる場合の対策は、2.4節参照のこと 
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(ｲ) 【屋内特有のリスク対策】 
(a) 操縦不能にならないための対策 

 温度条件による飛行中止基準を設ける 
 屋内やドローンに起因する気流の乱れに関する飛行中止基準を設ける 
 水等の環境による飛行中止基準を設ける 
 暗所又は蒸気・粉じん等による飛行環境の悪化や視界不良による飛行中

止基準を設ける、あわせて照明等の活用について検討を行う 
 自己位置判断の基準を設ける 
 飛行中止判断者の配置 

(b) 設備への衝突による破損を生じさせないための対策 

 飛行環境上、予想外の障害物がないかを把握するためのアセスメント飛

行を飛行計画に位置づけ、実施すること 
 万が一衝突しても設備に損傷等の影響を与えないよう、ドローン側に機

能を施すこと 
 ドローン側に機構を施せない場合は、設備等に衝突しないように衝突回

避機能を搭載すること 
(c) 突起物や狭小部に拘束されないための対策 

 屋内における突起物や狭小部の事前確認（目視、図面等） 
 突起物や狭小部がない空域から全体像を把握するスクリーニング飛行の

実施 
(d) マンホール等、狭小な空間から設備外の爆発性雰囲気を生成する可能性の

あるエリアに侵入させないための対策 

 マンホール等の空間からドローンが設備外に出ない対策を実施する 
(e) 高所等、事前に確認できない場所が存在し、かつドローンとカメラの機能に

より設備内部の全体が認識できない場合には、事前に把握できる範囲のみ

で飛行計画を立案する 

 
(4) 事故対処方法 
(2)のリスクアセスメントに応じ事故時の対処方法について、事前検討を行い、緊急連

絡系統等を策定し、飛行計画書に記載する。 
 

3.5 事前協議等の実施 
プラントにおいてドローンを活用する際、飛行計画立案者は、社内関係機関との協議を実

施する。また、必要に応じ、外部関係機関との情報共有を実施する。 
以下に、事前協議等について示す。 
 
(1) 社内関係機関との協議と承認【共通の協議（屋外・屋内）】 

事前協議として、社内関係者、承認者との協議を行い、意見等を飛行計画書に反映する。 
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(2) 外部関係機関への情報共有 

【共通の情報共有（屋外・屋内）】 
プラント及びプラント周辺（公園、公共の施設、道路及び民家等）の状況に鑑み、必要に

応じて外部関係機関である、管轄消防、産業保安監督部及び自治体等と協議、相談または情

報共有等を行う。また、要望等が生じた場合には、適宜検討を行い、飛行計画に反映する。 
【屋内特有の情報共有】 
海上保安部、警察署、航空局及び近隣プラント等への協議や情報共有等については、建造

物の構造上、ドローンが屋外に出るリスクがない限り不要である。 
 
3.6 ドローンを活用した点検等の実施 

3.4 節に示す飛行計画に従い、屋内においてドローンを活用した点検等にあたっては、飛

行前、飛行中の安全確認を行い、安全に配慮した運用を心がける。また、四方や上部が囲わ

れている屋内でのドローンの活用については、航空法の対象外であるが、一部でも囲われて

おらず、屋外に出る可能性がある場合は、航空法の対象となるので 1.3 節に示す航空法の規

定による必要がある。 
以下に、屋外における飛行当日におけるプラントにおいて確認すべき事項の例を示す。 
 
(1) 飛行前の確認 

(ｱ) 一般的な確認事項 
(a) プラント入構者への、ドローン飛行の実施及び飛行ルートに関する周知の

徹底がされているか 

(b) 計画通りの実施体制となっているか 

(c) 天候、風速は計画条件を満たしているか 

(d) 飛行ルートに接近する第三者、及び第三者の車両等がないか 

(e) 磁気センサー、GPS、ドローンにおける電波の受信環境に問題はないか 

 
(ｲ) 爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリア近傍や火気の制限があるエリア近

傍における飛行に係る確認事項 
(a) 飛行中の中止判断の条件が設定されているか 

(b) 飛行中の中止判断を行う者が明確であるか 

(c) リスク対策に応じた確認事項の例 

 ガス検知が実施されているか 
 防火・消火体制が確立されているか 
 離隔は確保されているか 
 風速の連絡体制が確認されているか 等 
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(2) 飛行中の状況確認 
(ｱ) 飛行中のドローンの直下に接近する第三者、及び第三者の車両等がないか 
(ｲ) 他の航空機や鳥獣が接近していないか 
(ｳ) 天候、風速の状況に変化はないか 
(ｴ) 計画通りの飛行状況（高度、緯度・経度）か 
(ｵ) 磁気センサー、GPS、通信状況等の電波環境に問題はないか 

 
また、屋内には突起物や狭小な箇所があることから、プラント事業者は、過去に同設備で

飛行実績のないドローン運用事業者及び操縦者に対し、飛行前に事前に設計図面やこれま

での点検記録等を活用し、プラントの飛行環境や突起物や狭小な箇所の有無を十分に説明

する必要がある。さらに、実際の飛行の際は、事前に確認した設計図面等と異なる状況とな

っている場合も考えられることから、構造を把握するためのアセスメント飛行をすること

が望ましい。 
以下に、屋内における飛行当日におけるプラントにおいて確認すべき事項の例を示す。 
 
(1) 飛行前の確認 

(ｱ) プラント入構者への、ドローン飛行の実施に関する周知の徹底がされているか 
(ｲ) 計画通りの実施体制となっているか 
(ｳ) 設備内部は爆発性雰囲気を生成する可能性がなく、火気の制限がないエリアか 
(ｴ) 設備内部でガス検知が実施されているか 
(ｵ) 設備内部の風速は計画条件を満たしているか 
(ｶ) 設備内部に第三者がないか 
(ｷ) 設備内部に障害物がないか 
(ｸ) ドローンが電波を受信できる環境となっているか 
(ｹ) 飛行中の中止判断の条件が設定されているか 
(ｺ) 飛行中の中止判断を行う者が明確であるか 
(ｻ) リスク対策に応じた確認事項の例 

 電子機器に影響がある程度の高温又は低温か 
 電子機器に影響がある程度の水等の液体が存在するか 
 設備内部の視界は良好か 
 ドローンに装着した照明の明るさは良好か 
 自己位置は確認可能か 
 設備内部の突起物や狭小部は事前の確認と相違ないか 
 ドローンが外部に出る可能性はないか 等 
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(2) 飛行中の状況確認 
(ｱ) 風速の状況に変化はないか 
(ｲ) ドローン本体に起因する気流の乱れはないか 
(ｳ) 温度条件、水等の液体の状況に変化はないか 
(ｴ) 視界の状況に変化はないか 
(ｵ) 自己位置を認識しているか 
(ｶ) 計画通りの飛行状況（高度、位置）か 
(ｷ) （電波利用可能な環境の場合）電波環境に問題はないか 

 
3.7 飛行記録の作成と提出 
プラントにおいてドローンを活用した場合、1.3 節に示す航空法の規定に定めのないドロ

ーンの活用においても、飛行記録等を作成することが望ましい。 
 
(1) 飛行記録 
作成した飛行記録については、飛行計画承認者等に提出することが望ましい。 

 
(2) ヒヤリハット事例及び活用により得た知見 
プラントにおけるドローンの活用において特に注意すべきヒヤリハットが生じた場合

や安全な活用方法についての新たな知見や気づきを得た場合、プラント内で共有するこ

とが望ましい。 
 
(3) その他 
今後のドローンの活用のため、必要に応じて活用結果とその有効性、今後の課題等が得

られた場合は、プラント内で共有することが望ましい。 
【屋内特有の対応】 
 上記に加え、屋内特有の事象やその対策についても飛行記録に記載することが望まし

い。 
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第4章 災害時におけるドローンの活用方法 
災害時は、第 2 章及び第 3 章と異なり、プラント内の従業員の安全確保をはじめ迅速な

現場確認等を目的としたドローンの活用が可能である。 
災害時の活用に当たっては、事前に災害時の飛行計画を立案し、活用の手順等を精査する

とともに、その飛行計画が災害時の諸活動の妨げ等にならないよう、十分に安全を確保しう

る内容であることを確認しておくことが重要である。 
活用時は、地震等の災害による設備の損傷により危険物の漏えいやガス漏れ等の副次的

リスクにも十分に注意することが重要であり、また、活用後はドローンの飛行記録を作成す

ることが望ましい。 
 

4.1 災害時におけるプラントでのドローンの活用のための注意事項 

 
(1)  災害時は迅速なドローン運用の必要性が想定されることから、プラント事業者自ら

がドローンを所有することが考えられ、以下の事項について留意する必要があり、以

下の要求事項に従った整備・訓練等が行われていることが望ましい。 
 

(ｱ) ドローンの点検・整備 
(ｲ) ドローンを飛行させる者の訓練 
(ｳ) ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

 
(2) 災害時におけるドローンの活用に関しては、「消防防災分野における無人航空機の活

用の手引き（平成 30 年 1 月）消防庁」（以下、「消防防災分野における手引き」とい

う。）を参考に、以下の項目に留意すること。 
 

(ｱ) 風況、飛行高度等に応じた落下範囲を想定し、配慮すること 
(ｲ) ドローンの電波等の通信状況について確認しながら、飛行させること 
(ｳ) バッテリーの充電状況、固定状況を確認すること 
(ｴ) 強風時には作業延期、場合によっては中止すること 
(ｵ) 火煙の状況に応じて、２次災害が生じないような配慮を行うこと 
(ｶ) 大規模な地震発生時には、地殻変動により、事前に取得していた GPS による緯

度経度の計測値がずれてしまっている可能性があることから、GPS を用いた自

律飛行を行う場合には、再度 GPS による緯度経度の計測値を確認する等の対策

を行うこと 等 
 
災害時においては、捜索・救助・状況把握等を目的とした他の航空機が活動を行っている

ことや、地上では管轄消防等の関係機関による消防活動が行われていることが想定される。

このため、他の機関の航空機の航行や消防活動の安全性が阻害されないように、ドローンの

活用に当たっては、航空局、自治体、現場活動部隊等との連携調整を十分に図り、適切な運
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用を行う必要がある。 
また、災害時にプラント事業者がプラント内で 1.3 節に示す航空法の適用を受ける空域の

範囲でドローンを活用する場合、事前に航空法上の許可を受ける必要がある。 
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第5章 関連法令等 
 

5.1 航空法による規制 

 
5.1.1 航空法第 132 条 

航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）※4第 132 条においては、以下の記載がある。 
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土

交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が

損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとし

て国土交通省令で定める空域 
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集し

ている地域の上空 
 

 
図 5.1 航空法によりドローンの飛行が制限されている高さ空域※5 

 
5.1.2 航空法第 132 条の 2 

航空法第 132 条の 2 においては、以下の記載がある。 
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。

ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第 5 号から第 10 号までに掲げ

る方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の

人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、

その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。 

                                                   
※4  https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 

=327AC0000000231#959 
※5 国土交通省、無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール

（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html）2019/2/2 参照 
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一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれが

ある間において飛行させないこと。 
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその

他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。 
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況

に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させるこ

と。 
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすよ

うな方法で飛行させないこと。 
五 日出から日没までの間において飛行させること。 
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。 
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を

保つて飛行させること。 
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外

の空域において飛行させること。 
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は

他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。 
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとし

て国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。 
 

5.1.3 航空法第 132 条の 3 
航空法第 132 条の 3 においては、以下の記載がある。 
第 132 条及び前条（第 1 号から第 4 号までに係る部分を除く。）の規定は、都道府県警察

その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の

緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行につい

ては、適用しない。 
 

5.2 電波法による規則 
ドローンの活用において電波を使用する場合は、電波法第 4 条に基づき、一定の技術基

準を満たす小電力の無線局以外の無線局については、免許を取得する必要がある。詳細につ

いては以下の電波利用ホームページを参照の上、必要に応じて、免許申請手続き等を行うな

ど、電波法に基づく手続きを遵守すること。 
 
○電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただ

し、次の各号（※）に掲げる無線局については、この限りでない。 
    （※）各号の記載は、省略する。 
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○電波利用ホームページ（ドローン等に用いられる無線設備について） 
 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/ 

 

5.3 労働安全衛生法による規制 
労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 280 条により、「引火性の物の蒸気又

は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具

（電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その

他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。）を使用するときは、当該蒸気又はガ

スに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防

爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない」と規定され、労働者は、これらの器

具以外の電気機械器具を使用してはならないとされている。 
また電気機械器具防爆構造規格（昭和 44 年労働省告示第 16 号）第１条第 15 号から 17

号においては危険箇所について以下のとおりに定められている。 
 

15 特別危険箇所 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「規則」という。）

第 280 条第１項に規定する箇所のうち、連続し、長時間にわたり、又は頻繁に、ガス又は

蒸気が爆発の危険のある濃度に達するものをいう。 
16 第一類危険箇所 規則第 280 条第１項に規定する箇所のうち、通常の状態において、

前号及び次号に該当しないものをいう。 
17 第二類危険箇所 規則第 280 条第１項に規定する箇所のうち、通常の状態において、

ガス又は蒸気が爆発の危険のある濃度に達するおそれが少なく、又は達している時間が

短いものをいう。 
  
加えて、同構造規格第２条において危険箇所の区分に応じた防爆構造を定めている。 
 

第２条 規則第 280 条第１項に規定する電気機械器具の構造は、次の各号の区分に応じ、

それぞれ当該各号の定める防爆構造でなければならない。 
１ 特別危険箇所 本質安全防爆構造（第 43 条第２項第１号に定める状態においてガス又

は蒸気に点火するおそれがないものに限る。）、樹脂充てん防爆構造（第 53 条第１号に定

める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。）又はこれらと同等

以上の防爆性能を有する特殊防爆構造 
２ 第一類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質

安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造又はこれらと同等以上の防爆性能を有する特殊防爆

構造 
３ 第二類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質

安全防爆構造、樹脂充てん防爆構造、非点火防爆構造又は特殊防爆構造 
 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
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また、「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆２００６）」（産業安全研究所技術指針 NIIS-
TR-NO.39 (2006)）においては、危険箇所の定義として、①特別危険箇所、②第一種危険箇

所及び③第二種危険箇所の３つに分類されており、それぞれ以下の定義及び具体的な危険

箇所の例示を行っている。 
 
特別危険箇所： 特別危険箇所とは、爆発性雰囲気が通常の状態において、連続し

て又は長時間にわたって、若しくは頻繁に存在する場所をいう。 
特別危険箇所となりやすい箇所として、「ふたが開放された容器

内の引火性液体の液面付近」が挙げられる。 
第一類危険箇所： 第一類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気をしば

しば生成する可能性がある場所をいう。 
第一類危険箇所となりやすい箇所として、「ふたが開放された容

器内の引火性液体の液面付近」、「点検又は修理作業のために、爆発

性ガスをしばしば放出する開口部付近」や「屋内又は通風、換気が

妨げられる場所で、爆発性ガスが滞留する可能性のある場所」が挙

げられる。 
第二類危険箇所： 第二類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気を生成

する可能性が少なく、また生成した場合でも短時間しか持続しない

場所をいう。 
第二類危険箇所となりやすい箇所として、「ガスケットの劣化な

どのために爆発性ガスを漏出する可能性のある場所」、「誤操作によ

って爆発性ガスを放出したり、異常反応などのために高温、高圧と

なって爆発性ガスを漏出したりする可能性のある場所」、「強制換気

装置が故障したとき、爆発性ガスが滞留して爆発性雰囲気を生成す

る可能性のある場所」や「第一類危険箇所の周辺又は第二類危険箇

所に隣接する室内で、爆発性雰囲気がまれに侵入する可能性のある

場所」が挙げられる。 
 
また、「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」（労働安全衛生総合研究所技術指針 

JNIOSH-TR-NO.44 (2012)）においては、浮屋根式可燃性液体備蓄タンク及びオイル及び

ガス掘削設備における危険箇所の例示を示している。 
図 5.2 に示す浮屋根式可燃性液体備蓄タンク及びオイル及びガス掘削設備における危険

箇所の例においては、タンク壁面や掘削穴から 3m の範囲は、第二種危険箇所と定義を行っ

ており、防爆機器以外の電気機械器具の使用は規制されている。 
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浮屋根式可燃性液体備蓄タンクにおける危険箇所の例 

 

 
オイル及びガス掘削設備における危険箇所の例 

図 5.2 危険箇所の例示 
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5.4 高圧ガス保安法による規制 
高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、貯蔵、消費、販売等を行うことに対して、それぞれ

で規制を課しており、規制を受ける側が行うことによって、その規制の内容は異なってくる。

また、高圧ガスの種類や規模によっては、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、

コンビナート等保安規則などと適用される省令も異なってくる。 
高圧ガス保安法においては、その体系として、法令の解釈権は所管する経済産業省にある

が、その運用は都道府県等の自治体によることとなっており、例えば高圧ガス保安法上の

「火気」については、明示的な規定があるものを除いて、自治体毎の判断によっていること

に留意すべきである。以上を踏まえた上で、ドローンを活用する上で考慮すべき高圧ガス保

安法関係の規制内容の一例を、以下に示す。 
 

＜高圧ガス保安法の規制の例＞ 
高圧ガス保安法においては、以下の記載がある。※6 

第 37 条 何人も、第 5 条第一項若しくは第 2 項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯

蔵所、第 20 条の 4 の販売所（同条第二号の販売所を除く。）若しくは第 24 条の 2 第 1 項

の事業所又は液化石油ガス法第 3 条第 2 項第 2 号の販売所においては、第一種製造者、

第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若

しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第 6 条の液化石油ガス販売事業者が指定

する場所で火気を取り扱つてはならない。 
２ 何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若

しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第 6 条の液化

石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所

に立ち入つてはならない。 
 

＜省令（一般高圧ガス保安規則）の規制の例＞ 
一般高圧ガス保安規則は、高圧ガス（冷凍保安規則及び液化石油ガス保安規則の適用を受

ける高圧ガスを除く。）に関する保安（コンビナート等保安規則に規定する特定製造事業所

に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。）についての規定である。 
高圧ガス保安法第 8 条第 1 号における経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第 2

号の経済産業省令で定める技術上の基準として、一般高圧ガス保安規則に以下のような規

定がある。※7これは、許可を受けた第一種製造者、届出を行った第二種製造者が、継続して

遵守を求められる技術上の基準である。ただし、圧縮水素スタンド、移動式製造設備など、

別途その技術上の基準が定められているものもある。 
 

                                                   
※6 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 

=326AC0000000204#283 
※7 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 

=341M50000400053#66 
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（１）第６条第１項第３号 
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備（可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分

に限る。）は、その外面から火気（当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。）

を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガ

スが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置（以下「流動防止措置」

という。）若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により

直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 
（２）第 6 条第 1 項第 26 号 

可燃性ガス（アンモニア及びブロムメチルを除く。）の高圧ガス設備に係る電気設備は、

その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。 
（３）第 6 条第 2 項第 8 号ニ 

容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の周囲二メー

トル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。た

だし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、こ

の限りでない。 
 

＜基本通達による一般高圧ガス保安規則の解釈の例＞ 
基本通達「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）」の一般高圧

ガス保安規則第 6 条関係に以下の解釈がある。※8 
第 6 条関係 3． 
第 1 項第 3 号中「火気を取り扱う施設」とは、事業所内外の蒸発器、ボイラー、ストー

ブ、喫煙室等通常定置されて使用されるものをいい、たばこの火、自動車のエンジンの火花

は含まれないが、これらは、「火気」に含まれるので、法第 37 条の規定により、あらかじめ

第一種製造者が火気使用禁止区域を設定することにより管理することが望ましい。また、第

1 項第 3 号中「当該製造設備」外の電気設備であっても、同項第 26 号の規定に基づき設置

された可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備並びに「電気機械器具防爆構造規格（昭和

44 年 1 月 1 日労働省告示第 16 号）」、「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 1979）」（労

働省産業安全研究所技術指針）、「新工場電気設備防爆指針（ガス防爆 1985、一部改正 1988）」
（労働省産業安全研究所技術指針）、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド（ガス防爆

1994）」（労働省産業安全研究所技術指針）及び「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）」
（独立行政法人産業安全研究所技術指針）の規定に基づき設置された電気設備については、

第 1 項第 3 号の適用を受ける「火気を取り扱う施設」には該当しない。したがって、これら

の防爆指針及びガイドに基づき非危険場所に分類された場所に設置する電気設備について

は、防爆構造を有しなくても、「火気を取り扱う施設」には該当しない。 なお、可燃性ガス

の取り入れ、取り出し口の方向は火気を使用する場所及び他の貯槽をさけることが望まし

                                                   
※8 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files 
/20161101_hipregas_kihonntsuutatu.pdf 
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い。 
 

＜省令（コンビナート等保安規則）の規制の例＞ 
コンビナート等保安規則は、この省令の適用をうける特定製造事業所における高圧ガス

の製造に関する保安についての規定である。 
高圧ガス保安法第八条第一号における経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二

号の経済産業省令で定める技術上の基準として、コンビナート等保安規則には以下のよう

な規定がある。これは、許可を受けた第一種製造者が、継続して遵守を求められる技術上の

基準である。ただし、特定液化石油ガススタンド、圧縮水素スタンドなど、別途その技術上

の基準が定められているものもある。 
（１）第 5 条第 1 項第 14 号 

可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備（可燃性ガス又は特性不活性ガスが通る部分

に限る。）は、その外面（液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面）から火気（当

該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。）を取り扱う施設に対し 8 メートル

以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流

動することを防止するための措置（以下第 7 条第 1 項第 6 号、同条第 2 項第 18 号、第 7 条

の 2 第 1 項第 19 号、第 7 条の 3 第 1 項第 10 号及び同条第 2 項第 27 号において「流動防

止措置」という。）若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装

置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。ただし、経済産業大臣がこれ

と同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 
（２）第 5 条第 1 項第 48 号 

可燃性ガス（アンモニア及びブロムメチルを除く。）の高圧ガス設備に係る電気設備は、

その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。ただ

し、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であつて、経済産業大臣がこれと

同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。 
（３）第 5 条第 2 項第 2 号リ 
高圧ガスを容器に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に

掲げるいずれかの方法により行うこと。 
（イ）及び（ロ） 省略 
（ハ） 設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備（空気

の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を

加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。）を使用するこ

と。 
（４）第 5 条第 2 項第 8 号 
容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。 
イ～ハ 省略 
ニ  容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の周囲二メ

ートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。
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ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合

は、この限りでない。 
ホ～チ 省略 
（５）第 11 条第 3 項 
コンビナート製造者は、第 1 号から第 6 号まで及び第 10 号に掲げる場合には関係事業所

に、第 7 号から第 9 号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければな

らない。この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所に

おいて保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。 
1～4 省略 
5 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から 50 メートル以内において、火気を取り

扱おうとするとき。 
6 隣接するコンビナート製造事業所の境界線から 100 メートル以内において、大量の火気

を取り扱おうとするとき。 
7～10 省略 
（６）第 11 条第 4 項 

コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から 100 メートル以

内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき（第 4 号に掲げる

ベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更し

たときを含む。）は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置（第 4 号に掲げるベント

スタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。）を記載した書

面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。ただし、

次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。 
1～4 省略 
5 火気を大量に使用する設備 
6～7 省略 

 
＜基本通達によるコンビナート等保安規則の解釈の例＞ 

基本通達「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）」のコンビナ

ート等保安規則第 5 条関係に以下の解釈がある。 
第 5 条関係 8． 
第 1 項第 14 号中「火気を取り扱う施設」とは、事業所内外の蒸発器、ボイラー、ストー

ブ、喫煙室等通常定置されて使用されるものをいい、たばこの火、自動車のエンジンの火花

は含まれないが、これらは、「火気」に含まれるので、法第 37 条の規定により、あらかじめ

特定製造者が火気使用禁止区域を設定することにより管理することが望ましい。また、第 1
項第 14 号中「当該製造設備」外の電気設備であっても、同項第 48 号の規定に基づき設置

された可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備並びに「電気機械器具防爆構造規格（昭和

44 年 4 月 1 日労働省告示第 16 号）」、「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 1979）」（労

働省産業安全研究所技術指針）、「新工場電気設備防爆指針（ガス防爆 1985、一部改正 1988）」
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（労働省産業安全研究所技術指針）、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド（ガス防爆

1994）」（労働省産業安全研究所技術指針）及び「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）」
（独立行政法人産業安全研究所技術指針）の規定に基づき設置された電気設備については、

第 1 項第 14 号の適用を受ける「火気を取り扱う施設」には該当しない。したがって、これ

らの防爆指針及びガイドに基づき非危険場所に分類された場所に設置する電気設備につい

ては、防爆構造を有しなくても、「火気を取り扱う施設」には該当しない。なお、可燃性ガ

スの取り入れ、取り出し口の方向は、火気を使用する場所及び他の貯槽を避けることが望ま

しい。 
 

5.5 消防法による規制 
危険物施設で火気及び電気器具等を使用する際に遵守する事項についての関連規定は以

下のとおりである。 
 

消防法第 10 条第 3 項※9 
製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の

基準に従ってこれをしなければならない。 
 

危険物の規制に関する政令第 24 条※10 
法第 10条第 3 項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技

術上の基準は、次のとおりとする。 
 
危険物の規制に関する政令第 24 条第 1 項第 2 号 
製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。 
 
危険物の規制に関する政令第 24 条第 1 項第 13 号 
可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのあ

る場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完

全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。 
 

5.6 プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン※11 
石油・化学プラントでは、法令に基づき危険区域の設定が求められている。その区域内で

は通常の電子機器やドローン等は使用できない。2019 年 4 月、経済産業省は、最新の海外

                                                   
※9 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 

=323AC1000000186 
※10 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=334CO0000000306 
※11 
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/hourei/
guideline_.html 
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規格を用いて、危険区域の精緻な設定方法を「ガイドライン」として取りまとめた。これに

より、法令が定める保安レベルを低下させることなく、プラント内でのドローンの活用範囲

も拡大できる。 
 具体的な設定方法については、ガイドライン内に計算例があり、また計算例を含む詳細

リスク評価の手順が「自主行動計画（例）」として公開されている。 
さらに、実際の設定を行う場合に必要な複雑な計算式も、計算用 Excel シートが公開され

ており容易に計算結果を求めることができる。 
危険区域の見直しとセットで本ドローンガイドラインを活用することで、プラント内で

のより広い範囲でのドローン活用が期待される。 
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プラントにおけるドローン活用に関する

安全性調査研究会



1

◆まえがき
現在、石油精製、化学工業（石油化学を含む）等のプラントに

おいて、生産性の向上や安全・安定的な操業の維持が求められる
中、プラント設備の高経年化や若手の経験不足、ベテラン従業員の
引退などによる保安力の低下が大きな課題となっています。

こうした中、プラントにおいてドローンを活用することにより、塔類等の
高所点検の容易化や大型石油貯槽タンク等の日常点検頻度の向
上による事故の未然防止、災害時の迅速な現場確認が可能となり、
プラントの保安力・利便性の向上や労働災害の減少に繋がることが
期待されています。

一方で、高圧ガスや危険物を扱うプラントにおいては、防爆エリアへ
の進入及び設備への落下等を防ぎ、安全に利用することが重要です。
そこで、プラント事業者がドローン活用を検討する際の参考とすべく、
先行事例をとりまとめました。また、Ver2.0の作成にあたり、プラント
設備内部における活用事例についても整理いたしました。

本事例集が、プラントでのドローン活用を考える事業者の方々に
とって、より検討を深める一助となれば幸いです。

最後に、本事例集の策定にあたり、「プラントにおけるドローン活用
に関する安全性調査研究会」にご参画いただいた委員・オブザーバー
の方々をはじめ、ご協力をいただきました関係者の皆様に深く御礼申
し上げます。



P.3１．国内企業の活用状況

P.19

２．実証実験の事例
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１．国内企業の活用状況

3

国内の石油精製、化学工業（石油化学を含む）等のプラ
ント事業所に対しアンケートを実施し、国内プラントにおけるド
ローンの活用状況について示す。

※2019年3月時点
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国内企業のドローン活用状況
調査概要

国内の石油精製、化学工業（石油化学を含む）等のプラント事業者
のドローン活用状況を把握するため、石油連盟、石油化学工業協会、
日本化学工業協会の会員企業に対し、 2018年12月～2019年1月
にかけてアンケート調査を実施した。

回答数

国内企業のドローン活用状況

活用実績の 有無及び頻度

ドローン活用ニーズの有無

調査方法

回答は41社86事業所から得られた。

41社86事業所のうち、16社27事業所が活用
実績あり、30社59事業所が活用実績なしであった。

また、活用実績がある27事業所のうち、21事業
所が数回実験した程度である一方で、月に数回活
用すると回答した企業も3社あり、全体としては実
証試験の段階にあることが想定される。またその他と
回答した企業では災害対応（防災訓練含む）に
活用したことがあるとの回答であった。

活用実績のある27事業所については、全ての事業所で活用ニーズがあり、年に数回活用したいという
回答が最も多かった。次に活用実績がない59事業所については、39事業所で活用ニーズがあり、こちら
も年に数回活用したいという回答が最も多かった。

回答事業所全体では７割以上の事業所がドローン活用ニーズを有しているが、実際に活用実績があ
る企業が現時点では半分以下の３割程度にとどまっている。

実績あり31％

実績なし69％
1

59

2
7

3
14

4
1

5
3 6

2

回答件数86事業所

ドローンの活用実績と頻度（事業所）

14

6

0
2

5

ドローンの活用ニーズ
（活用実績がある企業）

年に数回

月に数回

週に数回

毎日

その他

20

9
11

8

20

ドローンの活用ニーズ
（活用実績がない企業）

年に数回

月に数回

週に数回

毎日

その他
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国内企業のドローン活用状況
ドローンを活用した点検実施箇所・活用時の留意点

点検実施箇所

活用実績のある27事業所が、ドローンを用いて点検を実施した箇所で、最も多いのはフレア設備、次
いで配管、タンクとなった。次に活用実績の有無に関わらず集計した、今後点検を実施したい箇所につ
いては配管、タンク、塔本体・塔頂配管が多く、次いでフレア設備、塔以外の高所、塔槽内部となった。
高所の点検作業を中心にドローンの活躍が期待されていることがわかる。

ドローン活用時の留意点

活用実績のある27事業所が、ドローンの活用時に留意した点で最も多いのは、監視体制に次いで周
囲の危険物施設との距離、立ち入り禁止区域図、操縦者の資格等となった。次に活用実績の有無に
関わらず集計した、今後ドローンを活用するに際し懸念する点については、防爆エリアへの落下、設備へ
の落下、人への落下といったドローンの落下への懸念が多く、次いでドローンの耐風性能についても懸念
があることがわかる。その他、自律運転やマニュアル操作時に、操作ミスや操作不能（機器の故障、電
波障害、雨風等）により、設備、飛行予定区域外や敷地外へ落下すること、風に煽られる等による送
電線への接触、電波障害によるプラント制御装置の誤作動、近隣住民からの騒音やプライバシー侵害
に対する苦情、ドローンの防爆性能などの懸念点が上がった。

10

10

16

3
1

3

4

11

点検を実施した箇所

配管

タンク

フレア設備

塔本体・塔頂配管

塔槽内部

塔以外高所

配管ラック

その他

40

41

31
41

12

32

34

16

点検を実施したい箇所

配管

タンク

フレア設備

塔本体・塔頂配管

塔槽内部

塔以外高所

配管ラック

その他

17

10

225

9

15

12

活用時に留意した点

周囲の危険物施設との距離

立ち入り禁止区域図

監視体制（人数等）

落下時の安全対策

損害保険の加入の有無

操縦者の資格

その他

49

55
44

32

14

活用に際し懸念する点

防爆エリアへの落下

設備への落下

人への落下

ドローンの耐風性能

その他



２．実証実験の事例

6

経済産業省委託事業「平成30年度新エネルギー等の保安
規制高度化事業」の中で、JXTGエネルギー株式会社根岸製
油所においてドローン活用実証実験を実施した。本実験に関す
る内容や実験に際してのリスクアセスメント・リスク対策、実験結
果について示す。

①屋外での実証事業（2018年度）



概要

7

実証実験の実施概要
実証実験の位置づけ

日程及び場所

使用したドローン

「平成30年度新エネルギー等の保安規制高度化事業」において、プラントにおける
ドローン活用について、特有の課題や条件など整理・検討し、ドローンが危険エリア等に
落下・進入することのない運用について整理を行った。また、同事業における検討及び
課題整理にあたり、運用時の留意点を明かにするため、実証実験を実施した。

地震発生時に原油タンクの浮屋根が揺れることで原油が屋根上に漏れてしまった状
態や、屋根の腐食により原油が屋根上に染み出してしまった状態を早期に発見するた
め、防爆エリアへの落下・侵入を防ぐ安全対策を取った上で、ドローンによる原油タンク
の浮屋根の撮影を行う実証実験を実施した。

日程：2019年2月4日（月） ※ 2019年1月30日（水）に予備実験を実施

場所：JXTGエネルギー株式会社 根岸製油所

実験に使用したドローンの機能・性能は以下である。
項目 機能・性能

最高速度 20m/s （72km/h）

最高高度 150m

機体重量 6.4kg

カメラ搭載時の重量 7.5kg

対応天候
防水性（IPX3：傾斜60°の範囲の散水に対して保護されている）を
超える雨天以外での飛行可

飛行方式 自律（VSLAM／GPS）、マニュアル（飛行中に切り替え可能）

誘導精度
・VSLAM > GPS （※ただし、VSLAMの使用は、通常高度20m以
下に制限される）
・GPSの場合、通常数mの誤差

安全対策 ・操作信号が途絶えた場合、指定地点へ帰投

搭載カメラ
α6000を搭載実績あり、他市販カメラを搭載可能
レンズフィルタは使用実績なし



【目的】 原油タンク群の浮屋根の点検
【撮影方法】 静止画撮影／動画撮影
【撮影対象】 原油タンクの浮屋根上部
【飛行区域の状態】 爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアの近傍や火気の

制限があるエリアの近傍
【飛行ルート】 原油タンク群の外周道路上
【飛行日時】 2019年2月4日 10:00~16:00
【実施体制】 操縦者・補助者各、監督者、ドローン監視員、風速監視員 各１名、

連絡員、交通整理員 各２名
（※本飛行は、実際の点検等ではなく、プラントでドローンを安全に飛行させる方法を
検討することを目的とした実験であるため、これに対応した監視人数となっている）

ドローン運用事業者の選定

8

ドローンの飛行目的・撮影対象等の選定

飛行目的・飛行計画の設定

【飛行目的】

【撮影対象】 原油タンク群の浮屋根

今回の実験では、プラントにおける飛行実績を豊富に有しているなど、特にリスク対策
を念頭に、信頼性の高いドローン事業者を選定した。また、飛行可能最大風速10m/s
（風洞実験にて風速14～18m/s下での安定飛行の実績あり） 、GPSによる飛行
ルートの設定、通信遮断時等の自動帰還、障害物自動回避、GPS・センサーによる自
律飛行などの機能・性能を持つ、信頼性の高い機体を選定した。

原油タンクにおいて、地震発生時に浮屋根が揺れることで原油が屋
根上に漏れてしまった状態や、屋根の腐食により原油が屋根上に染
み出してしまった状態を早期に発見することを想定し、ドローンによる
上空からの撮影を行う。



上記リスクアセスメントの分析結果に応じ、以下のリスク対策を取ることとした。
• 飛行前、飛行当日におけるプラント入構者への、ドローン飛行の実施及び飛行ルート

に関する周知を行った。
• 飛行ルート付近の作業員や車の交通量に応じた適切な監視体制を構築するため、

飛行ルート下の道路において、必要に応じて交通制限を行えるよう、誘導員を配置。
また、気象条件の悪化や機器トラブル時に飛行中止を速やかに判断できる安全管理
者を配置した。

• 補助者を配置し、実験関係者以外の立入りを監視。また立入の可能性を確認した
場合には、立ち入らないよう注意喚起を行うとともに、操縦者へ必要な助言（安全な
距離、安全な着陸場所等について）を行った。

• ドローンに対する操作信号が途絶えた場合には指定地点へ帰投する設定を行った。
• 根岸製油所内で測定された高度7.5m位置での風速が7.5m/s以下飛行高度に

おける風速が10m/s以下となるよう設定）であり、かつ天候が晴れ又は曇りの状態
においてのみ実験を行うこととし、実験中に一定の風速（7.5m/s）を超えた場合は
飛行を中止することとした。

リスク対策

9

リスクアセスメント
飛行経路の状態が爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアの近傍や火気の制限が

あるエリアの近傍である点を踏まえ、リスクアセスメントを行った。
ドローンの落下等による人的被害や設備の破損のリスクについて、以下の原因を想定した。

• 作業員、通行車両、設備等の上空での飛行
• 悪天候、強風時での飛行
• 瞬間的な強風によるドローンの落下や制御不能に陥る可能性
• 飛行中の鳥獣との接触
• GPSの不具合及び通信不良等による飛行への影響

また、爆発性雰囲気を生成する可能性があるエリアや火気の制限があるエリアへドローンが
侵入し、着火するリスクについて、以下の原因を想定した。
• ドローンの機能に不具合が生じ、ドローンが停止、落下すること
• ドローンの飛行高度において、耐風性能を超える風速が生じ、機体が風に流されること
• 落下等の衝撃によりバッテリーが破損し、着火すること



飛行計画について、以下の事前説明・協議等を実施した。
• 根岸製油所内の所内関係部署への事前確認
• 根岸製油所内の防火・消火体制確保の一貫としての所内消防への事前説明
• 近隣住民からの問い合わせに対応できることを目的とした根岸製油所内総務Grへの

事前説明
• 管轄消防への飛行計画の説明
• 管轄警察署への飛行計画の説明
• 管轄海上保安部への飛行計画の説明

事前協議等の実施
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リスク対策（つづき）
• 電波障害等がなく、十分に通信状況が安定していることを確認した上で飛行させた。
• 所内では無線計装等がドローンの操作用無線と同じ2.4GHzを使用しているが、飛

行エリア内で電波干渉した場合においても、ドローンは自動で全14チャンネル中から
空きチャンネルを選択する機能を有するため問題なく通信可能なことを確認した。また、
船舶無線（150MHz～160MHz)とは周波数帯が異なり、干渉しないことを確認し
た。

• GPSによる飛行が不安定な場合、直ぐに操縦者運転に切り替えるよう設定した。
• 防爆エリア内への侵入をしない飛行ルートを設定するため、ドローンが風に流され防爆

エリアに不時着しないよう、風速に応じた十分な離隔距離を確保し、飛行高度を設
定した。また風速の変化に柔軟に対処するため、製油所内の風速計を監視する風速
監視員を配置し、飛行エリアの地上においても手元風速計による風速監視を行った。

• ドローンが配管へ墜落した場合の影響については、NEDOの実証試験の結果を考慮
し、鉄板への損傷が少ないことを確認した。

• 製油所に隣接する高速道路等の公道へ落下しないよう、公道から30m以上の離隔
を確保した。

• 飛行直前にガス検知を実施した。
• 消火器を実験場所に配置する等、防火・消火体制を確保した。
• 一定の衝撃に対して、UN38.3認証（国連勧告輸送試験）を得た衝撃等に強い

バッテリーを使用した。
• 鳥獣等の接近について覚知できるよう、空域を監視する人員を配置した。
• 原油荷役中は実験を中止することとした。
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ドローンを活用した点検等の実施
実験にあたり、ドローンの飛行前・飛行中において、以下の点を確認した。

※なお、機体運用に関する事前確認項目は、使用する機体により異なる。

実験前 実験中
飛行当日、プラント入構者への、ドローン飛行の実施及
び飛行ルートに関する周知の徹底がされているか
計画通りの監視体制となっているか
天候、風速は計画条件を満たしているか
体調面は問題ないか
飲酒はしていないか
飛行ルートに接近する人、車等がないか
プロペラ、機体のねじの緩みはないか
機体の損傷、ゆがみはないか
プロペラの傷みはないか、取り付け向きはあっているか
モーターの水平は取れているか
モーター手回しの際の異物感及び違和感はないか
バッテリー残量は充分か、充電したか
バッテリーに傷、変形はないか
バッテリー搭載時の機体重心はあっているか
バッテリーが機体に固定されているか
プロポ電池残量は充分か、充電したか
スイッチ入力前のスイッチ、スティックの位置確認は正
常か、スイッチは壊れていないか
フライトモニターがPCにインストールされているか
PCは充電されているか
データリンクユニットはあるか、破損していないか
フライトモニターが起動するか
COMポートは合っているか
バッテリー情報は取得できているか
Linkは100%か
RCは100%か
GPS情報は取得できているか
モードは切り替わるか
地図が表示されているか
エラーメッセージは出ていないか
飛行計画が転送されているか
テストフライトを行って異常がないか確認したか
異音、振動等の異常はないか
飛行中の不安定な挙動はないか
GPSは取得できているか
フライトモニターとの方位のずれはないか
飛行中止基準を明確に定めているか
飛行中止を判断できる者が配置されているか
最隣接タンクの防油堤内のガス検知はしたか
防消火体制が確立しているか
十分な離隔を確保しているか
風速を監視する者またはシステムが配置されているか
航行中のドローンの直下に接近する人、車等がないか
他の航空機や鳥獣が接近していないか
天候、風速の状況に変化はないか
計画通りの飛行状況（高度、緯度・経度）か
GPS情報は記録されているか
カメラは適切に固定されているか
カメラを起動したか
カメラの設定は適切か
映像伝送装置は起動したか

フライト
モニター

確認タイミング

前提条件

飛行前の確認

項目 詳細

確認事項

機体運用に関
する事前確認

事前確認

プラント特有
の確認

飛行中確認

テスト飛行によ
る確認

本実証実験
特有の確認

データ取得

機体

バッテリー

プロポ
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飛行記録の作成と提出
■飛行記録
本実験に対し作成した飛行記録を下表に示す。下表では、実験当日に加え、予備

実験の飛行記録も合わせて示した。

年月
日

飛行さ
せる者
の氏名

飛行
概要

飛行さ
せた無
人航空

機

離陸
場所

離陸
時刻

着陸
場所

着陸
時刻

飛行
時間

飛行の安全に影響の
あった事項

2019
/1/3

0

（氏名
を記
入）

タンク
周辺
飛行

事前
検証

（機体名
を記入）

JXTG
根岸
敷地
内

9:30

JXTG
根岸
敷地
内

16:00 1:00

当初計画に高速道路
付近が含まれていた
ため、飛行対象外エ

リアとした。

2019
/2/4 同上

タンク
周辺
飛行

同上

JXTG
根岸
敷地
内

9:30

JXTG
根岸
敷地
内

16:00 1:00 特になし

■ヒヤリハット事例及び活用により得た知見
プラント内では配管を集約した場所があり、ここに道路上の交差点が重なった、見通し

の悪い交差点となる場所が存在する。
このような見通しの悪い交差点付近にあるタンクを空撮する場合、地上側パイロットの

安全確保のために交通を一定程度制限することは、逆に交通事故の原因となる可能性
も考えられるため、両者の安全を確保できるような、プラントごとの道路状況に見合った適
切な対処が必要となる。

そのため、ドローン運用事業者とプラント事業者は事前に飛行ルートの下見を行うこと
が望ましいと考えられる。

■その他
今後のドローン活用に向けて、本実験の目的に照らし、ドローン活用結果とその有効

性について検討するため、実際に撮影した画像とともに、次ページに検討結果を示す。

予備実験時の飛行記録では、実験当日の飛行エリアを事前検証した結果、安全のた
め高速道路に近い飛行エリアを飛行対象外エリアとした旨を記載している。

実験当日の、実験中の風速10分平均値の最大は10時台の4.1m/sであり、11時
以降は12時台の2.1m/sが最大であった。
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実験結果とドローン活用の有効性
ドローンによる空撮が、浮屋根上の油溜まりの点検を代替できるようになるためには、空

撮により対象とする全原油タンクについて、浮屋根全体を撮影できることが必要条件にな
る。

本実験の結果、撮影対象である16タンク中ほぼ全てと言える14タンクについて、浮屋
根全体を確認することができた。以下に浮屋根全体の撮影に成功したタンクの撮影画像
を示す。以下の青枠の画像と赤枠の画像は同じタンク群を互いに反対方向から撮影した
ものである。青枠の画像で奥側にあるタンクは浮屋根全体を確認することができないが、
赤枠の画像を撮影することで、２枚の画像を合わせて浮屋根の全体を確認することが出
来る。本実験ではこのような手法で原油タンク群16タンクの浮屋根撮影を試みた。

撮影方向

撮影方向

原油タンク群
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実験結果とドローン活用の有効性（つづき）
本実験の結果、16タンク中２つのタンクについてのみ浮屋根の一部が死角になり、全

体を撮影することが出来なかった。
浮屋根の一部を撮影することが出来なかった原因としては、以下２点が重なったことが

原因を考えられる。
• 十分な離隔距離を確保しつつ撮影した場合、タンクからの距離に応じて必然的に死

角が発生してしまうこと
• 当日浮屋根が底部まで沈みこんでいたこと

以下に死角発生の構造の模式図、及び浮屋根の一部が撮影できなかったタンクの１
つについて、空撮画像を示す。

飛行
高度

タンク高

タンクからの離隔距離タンク底面

浮屋根

同じタンクを180度異なる角度から撮
影した画像。左の画像からかなり浮屋根
が沈みこんでいることが確認できる。そのた
め右の画像のように水平距離が離れてし
まうと、高度を確保しても浮屋根を撮影す
ることが困難である（右図参照）。
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（参考資料）
十分な離隔距離の考え方の例について

リスクアセスメントに際し、ドローンの異常時に、爆発性雰囲気を生成する可能性があ
るエリアの近傍や火気の制限があるエリアの近傍へ落下しないよう、十分な離隔距離を確
保する必要があるが、この十分な離隔距離について、本実験においては、以下のように検
討を実施した。
• タンクを囲む防油堤との離隔距離30mの位置を飛行するとした際の概念図を以下に

示す。
• 本実験においては、離隔距離を一定とし、風速に応じて飛行高度を上下させること

で、”落下予測範囲”が常に30m以内となるように調整するというリスク対策を実施し
た。

• 風速と飛行高度の関係の算出根拠について、次ページに示す。

タンク

80m 30m 30m

120m
風速
6.5m/s
以下

風速 許可する飛行高度

6.5m/s以下 120m

7.0m/s以下 80m

7.5m/s以下 50m

7.5m/s
を超えた場合

飛行中止

風速と飛行高度関係
（離隔距離30mの場合）

※ドローンの落下時の終端速度は15m/sであるが、
安全側に平均10m/sとして算定。

ドローン
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（参考資料）
十分な離隔距離の考え方の例について

十分な離隔距離を確保するための風速と高度の関係性について、以下２つのステップ
に基づき算定した。
1. 風速とドローンが風に流される距離の関係の推定
2. 地上風速とドローンの飛行高度における風速の関係の推定

１．の推定にあたっては、「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／性能評価基準等の研究開発／無人航空機等を活用した物流システムの性
能評価手法等に関する研究開発」（平成３０年３月：国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、委託先 株式会社自律制御システム研究所）及び、
野村卓史、小林俊熙「ドローンの飛翔モデルに関する基礎的検討」（平成29年度日本
風工学会年次研究発表会）、さらに選定したドローンメーカーによる落下試験結果を参
照し、以下の式による推定を行った。

■ドローンが受ける空気抵抗の算定式：F=ρC（v-u）2×A/2
ここで、ρ：風の密度（1.2kg/m3）、C：抵抗係数（=0.4、水平圧の場合で参

考文献より引用）、v-u：相対速度（ここでは、風速の影響のみを仮定）、A：本体
の受風面積（選定したドローンにより変動）

■ドローンの加速度：a=F/m
ここで、m：ドローンの重量（本実験ではカメラ付きを想定し、7.5kg程度）
■t秒に移動する水平距離：L=(at2)/2
実験結果より、高度120mを仮定すると、自由落下の場合12s程度、ﾊﾟﾗｼｭｰﾄありの

場合30s程度と推定される。

２．の推定にあたっては、以下の式より、観測風速とドローンの飛行高度での風速の
関係を推定した。本推定に従い、飛行中止基準として、ドローンの飛行高度における風
速10m/sを超えないよう、地上側風速7.5m/sという実験中止基準を設定した。

v z = v(𝑧𝑧0)
𝑧𝑧
𝑧𝑧0

𝛼𝛼

ここで、z0：風速観測地点の高さ（根岸製油所においては7.5[m]）
v(z0)：風速観測値[m/s]
α：地表面粗度区分IIを仮定し、べき指数は、0.15[-]とした。
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（参考資料）
カメラの性能への影響について

本実験では、カメラとしてSONY α6000をドローンに搭載し、空撮を実施した。その機
器構成から、ドローンの飛行中の振動によるブレや、逆光、さらにはタンク画像を撮影した
際の影の影響などが懸念されたが、いずれも問題はなく、カメラが本来の性能を発揮する
ことができた。特にブレに対する対策としては、カメラまたはレンズの手振れ補正機能及び、
シャッタースピードの高速化が効果的と考えられる。以下に予備実験において撮影した画
像を示す。

予備実験では、高度120mまで垂直飛行を行い、飛行安定性の確認や、カメラ設定
の確認等、実験に向けた準備を行った。その中で、カメラが本来の性能を発揮できるか確
認するため、左下図に示すようなA3用紙を２枚地面に設置し、高度120mからの撮影
を実施した。撮影結果を右下図に示す。

一番大きな「Ｃ」の文字の空白部分の長さは7.8cmとなっており、これが約３ピクセル
で表示されていることが読み取れるため、１ピクセルあたり2.6cm程度の解像度が得られ
ていることがわかった。これは本実験で用いたカメラの理論上の解像度と比較して遜色ない
ことから、ドローンに搭載した状態であっても、カメラ本来の機能が発揮できたと考えられる。

このことから、本実験の条件下では、プラントにおいてドローンを飛行させ空撮を行う際
には、ドローンに搭載したことによる制約を考慮することなく、対象物までの距離と撮影した
い対象物のサイズから適切な性能のカメラを使用すればよいことがわかった。
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（参考資料）
ドローンの飛行安定性について

予備実験では垂直飛行を行っているが、風の影響等により、水平移動が起こってしまう
ことが想定されていた。実際にどの程度の風速下で、どの程度水平移動してしまうかについ
て、以下にその結果を示す。以下の右図は、高度40mから120mへ上昇時に水平移動
した距離を表している。

さらに詳細なGPSログについて下図に示す。
赤囲みの図に水平移動の軌跡を、その他の図に、南北方向の移動距離、東西方向

の移動距離を高度別（時系列順）の移動を示した。

本GPSログの取得は、5分間、高度
40mから120mへの上昇時のデータである。
垂直飛行時には、10mごとにホバリングを
行っており、ホバリング中の水平方向へのブ
レは、最大でも１ｍ以内に留まっていること
が分かる。



２．実証実験の事例
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経済産業省委託事業「令和元年度新エネルギー等の保安
規制高度化事業」の中で、出光興産株式会社千葉事業所に
おいてドローン活用実証実験を実施した。本実験に関する内容
や実験に際してのリスクアセスメント・リスク対策、実験結果につ
いて示す。

なお、本章はVer2.0作成にあたり新規に追加した。

②屋内（設備内部）での実証実験の事例（2019度）
※2020年3月新規追加



概要
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実証実験の実施概要
実証実験の位置づけ

日程及び場所

使用したドローン

「平成31年度新エネルギー等の保安規制高度化事業」において、プラント設備内
部におけるドローン活用について、特有の課題や条件などのリスクを整理・検討し、安
全な運用方法について整理を行った。

休止中の重油タンクにおける設備内部でのドローン飛行を実施した。

日程：2020年1月29日（水） ※ 2020年1月30日（木）に予備実験を実施

場所：出光興産株式会社 千葉事業所

屋内空間では狭小空間での使用も想定されるため、今回はFlyability社のELIOS
及びELIOS2を使用した。使用したドローンの機能・性能の概要を以下に示す。なお、
アセスメント飛行によりELIOS2の方が安定していたことから、詳細な飛行はELIOS2を
用いた。

項目 機能・性能（ELIOS／ELIOS2）

サイズ 400mm（球体直径） ／ 400mm（球体直径）

機体重量 700g ／ 1450g

最大飛行時間 10分間 ／ 10分間

耐風性能 3.0m/s ／ 点検時1.0 m/s(性能上最大5.0m/s）

通信距離 水平500m、鉛直150ｍ ／ 500m(障害物がない場合)

屋内高度維持 △(気圧計のみによる） ／ 〇（気圧計と各種センサーによる）

障害物検知 × ／ 下方向なし、水平5方向にセンサーあり

静止画撮影機能 なし ／ 4000×3000

動画撮影機能 FHD 1920×1080 (160×120) ／ 4K、FHD1920×1080 (160×120)



【目的】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び、腐食した配管サンプルの点検
【撮影方法】 静止画撮影／動画撮影
【撮影対象】 タンク内壁の溶接線、壁面のノズル、天井フレームのボルトおよび溶接部

撮影用に設置したサンプル（腐食した熱交換配管のカットサンプル）
【飛行区域の状態】 爆発性雰囲気を生成する可能性がないエリア
【飛行ルート】 休止中の重油タンク内部
【飛行日時】 2020年1月29日 9:00~16:00

2020年1月30日 9:00~12:00
【実施体制】 操縦者、安全運航管理者、補助者 各１名

（補助者の役割は、自己位置、ドローン・カメラ・照明の角度の指示等）
出光千葉事業所の設備管理担当、保安管理担当各１名

ドローン運用事業者とドローンの選定
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ドローンの飛行目的・撮影対象等の選定

飛行計画の設定

【飛行目的】

【撮影対象】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び、腐食した配管サンプル

今回の実験では、プラント等の設備内部における飛行実績を豊富に有しているなど、
特にリスク対策を念頭に、信頼性の高いドローン事業者を選定した。また、球体状のカー
ボン繊維に覆われている、設備内部での飛行に強みを持つ機体を選定した。ただし、狭
小空間飛行に適した防塵性やプロテクタを備えていれば、球形ドローン以外の機体も使
用可能と考える。

特殊球体ドローンを用い、非ＧＰＳ環境及び目視外のマニュアル操
縦により、タンク内部を安全にドローンを飛行できるかの確認を行う。
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リスクアセスメント
飛行経路の状態が爆発性雰囲気を生成する可能性がないエリア並びに発火・燃焼が生

じてもこれが拡大・継続しないエリアである点、及び設備内部である点を踏まえ、リスクアセスメ
ントを行った。

１）想定されるリスク
想定されるリスクは大きく３つであり、ドローンの落下等による人的被害や設備の破損のリ

スク、及び設備内部にドローンが留まってしまうリスク、並びにドローンが屋外へ飛び出して防
爆エリアへ侵入するリスクである。

これらはドローンが制御不能になる、又はドローンを的確に操縦することが難しくなることで
引き起こされると考えられる。この制御不能または的確な操縦が困難になる原因について、
以下を想定した。
• 通信の途絶
• 悪環境（強風、許容を超える設備内温度、許容量を超える水／油濡れ）
• 自己位置が推定できない（暗所・粉塵等による視界不良、目印等が存在しない、コン

パスエラー、設備内部状況の事前把握が不十分）
• 操縦者の目視外飛行のスキル不足

想定されるリスクのイベントツリー図
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リスクアセスメント（続き）
２）リスク対策

上記リスクアセスメントの分析結果に応じ、以下のリスク対策を取ることとした。
• あらかじめタンク内にレンジエクステンダーを挿入し通信環境を改善。さらにアセスメント飛

行中にプロボの電波インジケーターで電波状態が良好であることを確認した。
• 事前確認で設備内温度や、許容量を超える水／油濡れがないことを確認した。
• 設備図面にて目印となる物（マンホール等）を事前確認。アセスメント飛行時に粉塵等

視界不良の原因となる物がないことを確認。
• 目視外飛行に関する十分なスキルと経験のある操縦者に依頼。

事前協議等の実施
飛行計画について、以下の事前説明・協議等を実施した。

• 製油所内の所内関係部署への事前確認
• 製油所内の防火・消火体制確保の一貫としての所内消防への事前説明
• 管轄消防への飛行計画の説明

なお、今回は屋内（設備内）での飛行であり、機体が施設外へ飛び出すリスクは無いため、
所轄警察署、海上保安部等への計画説明は実施しなかったが、施設外へ飛び出すリスクが
ある場合は事前説明が必要である。
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点検等の実施
実験にあたり、ドローンの飛行前・飛行中において、以下の点を確認した。

※なお、機体運用に関する事前確認項目は、使用する機体により異なる。
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飛行記録の作成と提出
■飛行記録
① 実施日時
2020 年1 月29 日9:00～16:00
2020 年1 月30 日 9:00～12:00

② 人員
【操縦者】（名前）、【安全運航管理者】（名前）、【補助員】（名前） 計3 名
③ 使用機体
Flyability 社製 ELIOS ELIOS2

④ 飛行場所
〒299-0192 千葉県市原市姉崎海岸2 番地1 地内
出光興産株式会社 千葉事業所 ドームルーフタンク
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実験結果とドローン活用の有効性
実証実験において撮影した、壁面の溶接線、側面下部のノズル、天井部のボルト、腐

食した配管サンプルの撮影結果を以下に示す。

壁面の溶接線 タンク底面のノズル

天井のボルト 腐食のテストピース
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実験結果とドローン活用の有効性（続き）

１）ドローンで確認出来たこと
・溶接線や壁面のスケールの付着・堆積状況の確認
・大きな腐食部位や損傷状況の確認
・足場を要する高所（例えば天井の通気口内や、骨組みボルト）の劣化状況確認
・腐食配管サンプルを撮影し、配管の腐食・穴の有無の確認
・暗所でもドローン自身のライトを照射し、視認性を確保して検査が可能

２）課題
・表面状況確認は可能だが、スケールや腐食の下の確認にはケレン作業を要するため、

ドローンでは対応できない
・現状の目視検査では、スケール量や腐食深さはデブスゲージ等を使用して計測して

定量化するが、ドローンでは計測ができない

３）点検上の注意
・画像撮影においては照明の当て方とカメラの角度が非常に重要である。今回はパイ

ロットと設備点検有資格者がペアになり、同一画面を見ながら有資格者が照明の当て方
とカメラの角度等について詳細に指示をして撮影したことで有効な画像が撮影できた。
撮影だけ先に行い、後から有資格者が録画画像だけを見て判断するというような使用方
法では、有効な画像が撮影できない可能性があるため注意が必要である。

４）今後の期待
・新しい後処理技術として、3Dモデルを構築し、3Dモデル内に点検した画像等を紐付

け、画像の保存が可能であり、今後、このような新技術を活用し、有効性が高まることが
期待される。



３．国内企業の事例
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国内の石油精製、化学工業（石油化学を含む）等のプラ
ント事業所を対象に、ドローン活用事例について調査を実施し
た。ここでは、ドローンの活用時における点検対象、想定したリス
クアセスメント・リスク対策、メリット及び課題等を示した活用事
例を示す。

※“2019年3月時点”から変更なし

※2019年3月時点
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旭化成株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

点検会社

化学工業（石油化学を含む）

・ ドローンが風に流されて社外や管理エリア外へ侵入・落下すること

・ 無線計装の電波とドローンの操作用電波が干渉

・ 落下したドローンによる火災発生・設備損傷

実施した
リスク対策

・ 点検に活用することにより労働安全性の向上（高所作業回避）

ドローン活用
の課題点

・ 通信干渉

・ バッテリーの安全性

・ バッテリー（飛行）時間

・ 烏からの攻撃回避

屋外広告物条例に伴う年次看板点検（6FL建：約30m）

点検対象の状態 通常運転時

約34.5万ｍ２

・ GPS運転（信号数：7つ以上）、 風速管理（起点風速：5m/s以下）

・ 人員配置（操縦士、画面確認補助、ドローン飛行確認等）

・ ドローン落下対策 ①飛行エリア下部にある危険部倉庫の保護用ネット設置

②飛行領域周辺30m以内の立入り禁止措置
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大阪国際石油精製株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油精製

・防爆エリアへのドローンの落下／・設備へのドローンの落下／・ドローンの耐風性能

・周囲の危険物施設との距離を適切に保つ／・十分な監視体制（監視人数等）の
構築／・損害保険への加入／・適切な操縦者（資格の保有等）の配置

・障害物回避機能・リターンtoホーム機能・バッテリー不足による帰還機能のある機種を
選定、落下することでの火災・爆発のリスク・影響度を評価、強風時(10m/s)におけ
るドローンの落下範囲の予測を実施。

実施した
リスク対策

・高所点検の外注コストが削減され、当所では100万円/年程度のコストメリットが期待
されている。

・地震・台風後の災害状況の把握にとても役立った。

ドローン活用
の課題点

・ドローンには等倍レンズしか取り付けられておらず、またドローンは防爆範囲には近
付けないのでズームアップ機能付きカメラが必要となり、その追加購入費が100万
円/台を超える点。

タンク

点検対象の状態 通常運転時／災害時

130万㎡

写真-1 ドローンによる撮影写真（上空約100m）
写真-2 ドローン本体（操縦訓練風景）
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JSR株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油化学

・ 機体が操作不能になり、場外に飛んでいくこと。

・ 機体が配管に近づき過ぎて接触・落下し、バッテリーが発火すること。

・ 飛行中の機体の下に人が居て、落下時に被災すること。

・ 通信状態の常時確認。

・ 近接センサーの使用。防災砂を準備してバッテリーの発火に備える。

・ 飛行経路に監視人を配置。通行制限。

実施した
リスク対策

・ 日常点検に活用することにより、足場コストを削減していく。

・ 高所作業を削減することにより、転落リスクを削減していく。

ドローン活用
の課題点

・ 飛行エリア制約により、撮影できない場所が多い。

・ 長時間の飛行できず、点検作業効率が高くない。

外観腐食点検 ・ 高所配管

点検対象の状態 通常運転時 （点検作業）

約34.5万ｍ２
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JSR株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油化学

・ ドローンの目視外運転中に機体の操作を誤り、墜落すること。

・ バーナーに近づき過ぎて、輻射熱による運転異常／機体損傷を受けること。

・ 監視者よる機体挙動の確認及び操作者へ逐次連絡。

・ 飛行前後の機体確認。監視者による機体挙動の確認。

・ プラント運転状況の事前確認。（非定常作業がないことの確認）

実施した
リスク対策

・ 足場を組む前に状態確認ができる為、事前の部品発注が可能。

・ 運転中には接近できない箇所の点検が可能。

ドローン活用
の課題点

・ 検査機が容易に載せ替えできない。（ズームカメラ／赤外線など）

・ 高度を上げた場合、機体の前後確認の目視性が悪い。

運転監視／外観点検 ・ フレアスタックのバーナー部

点検対象の状態 通常運転時 （点検作業）

約34.5万ｍ２
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JSR株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油化学

・ ドローンの目視外運転中に機体の操作を誤り、墜落すること。

・ 建屋に近づき過ぎて、機体挙動が不安定になること。

・ 監視者よる機体挙動の確認及び操作者へ逐次連絡。

・ 近接センサーが発報した場合は、直ちに建屋から離れること。

・ 飛行エリア周辺の立ち入り制限。

実施した
リスク対策

・ 足場を組む前に状態確認ができる為、事前の部品発注が可能。

・ プラントの運転中には接近できない箇所の点検が可能。

ドローン活用
の課題点

・ 建屋の死角に入ってしまうと、機体の前後確認の目視性が悪い。

外観点検 ・ 建屋屋根

点検対象の状態 通常運転時 （点検作業）

約34.5万ｍ２
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JXTGエネルギー株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油精製

・ 防爆エリアへのドローンの落下 ・ 設備へのドローンの落下
・ 人へのドローンの落下 ・ ドローンの耐風性能

・ 周囲の危険物施設との距離を適切に保つ
・ ドローンへの立ち入り禁止区域の設定／危険物設備の上部を航行しない運用
・ 十分な監視体制（監視人数等）の構築 ・ ドローンの落下時の安全対策
・ 損害保険への加入 ・ 適切な操縦者（資格の保有等）の配置

実施した
リスク対策

・ 足場仮設費、点検人工の削減および危険作業の回避（コストメリットは未試算
であるが数千万円の効果は発現すると考えている）

・ 災害状況の詳細把握に有効（特に人が近づけない状況での活用）
・ 撮影結果に基づく自動での懸念箇所抽出（AI活用）
・ 飛行ルートプログラミングにより自動航行可能

ドローン活用
の課題点

・ 危険物施設の上部を飛行できないため、死角が発生する（視野が狭まる）

配管／タンク／フレアー設備／
塔本体・塔頂配管／塔槽内部／桟廻り

点検対象の状態 通常運転時

100万ｍ２
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JXTGエネルギー株式会社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

石油精製

・ ドローンが落下し危険物施設を損傷させる可能性

・ 周囲の危険物施設との距離を適切に保つ
・ 十分な監視体制（監視人数等）の構築
・ 適切な操縦者（資格の保有等）の配置
・ 道路上および空地上に限り飛行させる

実施した
リスク対策

・ 設備の異常を早期に発見できる可能性がある。
・ 災害等緊急時には被害状況のいち早い状況把握に役立つと考えられる。

ドローン活用
の課題点

・ 十分に設備に近づけないと点検に必要な画像が撮影できない

タンク／フレアー設備

点検対象の状態 通常運転時

320万㎡
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住友化学株式会社
事業所 基礎情報

事業種類

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社

精密化学品

・ ドローンの墜落による、人、設備への危害、火災の発生

(墜落要因：機体故障、バッテリー消耗、飛行環境、GPS制御不能 等）

・ 人、危険物設備上空の飛行禁止

・ 飛行可能な気象条件の制約（風速、雨、雪）

・ 運用エリア、高度の制約

・ パイロットの手動操作訓練の実施

実施した
リスク対策

・ 不審者監視や保安トラブルの早期発見

・ パトロール業務の負荷削減

ドローン活用
の課題点

・ 悪天候時の運用

・ 機体落下時の安全性確保

工場敷地境界パトロール

点検対象の状態 通常運転時
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住友化学株式会社
事業所 基礎情報

事業種類

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

自社/点検会社

石油化学品

・ ドローンの墜落による、人、設備への危害、火災の発生

(墜落要因：機体故障、バッテリー消耗、飛行環境、GPS制御不能 等）

・ 人、危険物設備上空の飛行禁止

・ 飛行可能な気象条件の制約（風速、雨、雪）

・ 運用エリア、高度の制約

・ パイロットの手動操作訓練の実施

実施した
リスク対策

・ 稼働中の設備を点検し、工事計画へ反映

・ 点検コストの削減や時間短縮

ドローン活用
の課題点

・ 悪天候時の運用

・ 飛行可能時間

・ 機体落下時の安全性

確保

高所設備の点検

点検対象の状態 通常運転時/開放点検時
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太陽石油株式会社
事業所 基礎情報

事業種類

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

点検会社

石油精製

・ ドローンが風に流されて防爆エリアへ侵入すること

・ 無線計装の電波とドローンの操作用電波が干渉すること等

・ 輻射熱の影響

・ 飛行条件の設定（気象状況、飛行時間、飛行制限距離等）

・ 電波干渉がないか確認（GPS電波の受信状況確認）

・ 輻射熱計算による必要距離の確認

実施した
リスク対策

・ 足場設置等のコスト削減／高所における労働災害のリスク低減

・ アクセス困難な箇所への適用による設備の信頼性向上

ドローン活用
の課題点

・ 耐風性能の向上等

・ 防爆仕様

フレアースタックの外観点検

点検対象の状態 通常運転時
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三菱ケミカル株式会社
事業所 基礎情報

事業種類

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定したリス
ク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

検査会社

石油化学

• バッテリーの安全裕度をみて60～70％で帰還（モニタで都度確認）

• ３名で対応（１人：操縦・カメラ操作＋１人補助 １人：監視）

• 自動的に操縦に適した周波数帯域内のチャンネルを選定して飛行（外乱電波
が飛んできても自動で別チャンネルに切替えて安定飛行する装置⇒周波数ホッ
ピング・スペクトラム拡散）

• フェールセーフ機能（操縦電波ロスト及びバッテリー残量低下時 GPSにより自
動で離陸位置へ帰還）

• 所内無線への干渉有無確認

実施した
リスク対策

• 高所やアクセスが困難な設備の点検

• 足場仮説コストの低減、安全性向上

ドローン活用
の課題点

• 機器性能：防爆、積載重量、バッテリー消費（飛行時間）、落下時の着火

• 環境面：飛行区域の拡大（危険物取扱エリア）

エレベーテッドフレア、グランドフ
レア点検

点検対象の状態 通常運転時

総面積 約160万ｍ２

遠視

望遠• 飛行区域および俯角内の立入禁止区画
設置

• 風速、電磁波測定、低空挙動確認飛行
⇒地上風速5m/s以下

• 電磁波測定⇒飛行前・飛行中に操縦周
波数帯の電波が飛行エリア（地上）で出
ていないか確認

・ 落下、風速、他計器などへの干渉



40

石油精製A社
事業所 基礎情報

事業種類 総面積

ドローン活用実績

ドローン運用事業者

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

点検会社

石油精製

（１）飛行、離陸・着陸時：操縦スキル不足による転落・危険物施設への衝突
（２）飛行時：気象条件悪化による操縦性の悪化で転落、衝突
（３）飛行時：ドローン部品の落下による危険物施設の損傷
（４）飛行時：ドローン本体の墜落による危険物施設の損傷

（１）十分な技量と経験を持つ専門業者による操縦を行なう
（２）障害物検知機能保有の機器使用
（３）国土交通省による飛行マニュアルに従った条件で飛行

例： 風速5ⅿ/s<は飛行させない。雨天時は飛行させない等
（４）飛行前点検の徹底。危険場所直下での飛行禁止徹底

実施した
リスク対策

＜地震等の災害時における石油精製施設の迅速な保安状態の確保＞
（１）フレアー設備や煙突等の高所においてドローンを活用することで保安状態が

リアルタイムに視覚として情報入手可能
（２）タンク上に上らずに点検できることから危険作業を回避
（３）地震等の災害時には人員や足場資材が手配困難であり、点検に要する時

間を短縮
（４）足場を組む必要や点検人員の人件費が節約できれば数千万円の効果

ドローン活用
の課題点

（１）機器やタンク、大口径配管の内部等の周囲の電波を遮蔽する可能性
のある箇所での自律飛行についての精度向上が課題

（２）機器内部で防塵やほこりがある環境下では、モータートラブル繋がる為、
ドローンモータの耐防塵が課題

（1）フレアー設備／煙突の損傷点検（外部）

（2）浮き屋根式タンクのスロッシングによる浮き屋根上への油流出点検

点検対象の状態 地震災害時

212万ｍ２



４．海外企業の事例

41

海外企業のプラントにおけるドローン活用事例について、文献
調査及び現地でのインタビュー調査を踏まえた活用事例を示す。

※2019年3月時点
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Cyberhawk社（本社：英国）
事業所 基礎情報

事業種類 事業領域

ドローン活用実績

ドローン運用状況

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

35機のドローンを活用し、年間3,000回程度の飛行実績を有す

プラント点検会社

・ 金属製の物体付近に飛行させる際の磁気の干渉による影響

・ 天候、風速等の飛行環境

・ 操縦士の育成（通常、OJTを含め１年をかけて育成を実施し、マニュアル操縦

が可能なレベルまで育成する）

・ 磁気干渉の影響が受けにくい機体の採用

・ 目視による操縦の実施

・ 風速は約13m/sに制限し実施

・ 定期的な解体点検の実施

（50時間毎）

実施した
リスク対策

・ 点検コストの削減や時間短縮

・ 早期の欠陥の発見

ドローン活用
の課題点

・ 自社ソフトウェアCOMISを活用し
たデータ管理

・ 3Dマッピングを活用した効率化

・ AIを活用した欠陥等の検出

高所設備の点検（洋上／陸上）、オフショア設備、タンク内部の点
検、3Dマップ作成等

点検対象の状態 通常運転時／設備開放時

出典： Cyberhawk社 HP 
https://thecyberhawk.com/case-studies/

石油・ガス開発、石油精製、化学工業、
電力、船舶

（①）
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Sky Future社（本社：英国）
事業所 基礎情報

事業種類 事業領域

ドローン活用実績

ドローン運用状況

想定した
リスク事象

点検目的・点検箇所

ドローン活用
のメリット

世界27か国以上で実績を有し、飛行実績は11,000時間以上

プラント点検会社

・ 電磁波やＧＰＳの障害

・ 風速、パイロットの能力、対象設備に応じたリスクアセスメントの実施

・ 操縦士の育成（通常、１か月は専用施設で訓練を実施）

・ 目的に応じた機体の選定

・ 目視による操縦の実施

・ 風速は約15m/sに制限し実施

・ 設備から5m程度の離隔を確保

実施した
リスク対策

・ 点検コストの削減や時間短縮

・ 早期の欠陥の発見

・ 頻繁な点検の実施

ドローン活用
の課題点

・ 自社ソフトウェアを活用したデータ
分析・管理

・ 3Dマッピングを活用した効率化

・ AIを活用した欠陥や腐食の検出

・ データ分析による点検の優先位
付け

・ AIによる点検報告書作成

タンク、フレア設備、桟橋、オフショア設備、プラント全体のガス検知、
3Dマップ作成等

点検対象の状態 通常運転時／設備開放時

石油・ガス開発、石油精製、化学工業、
電力、通信、船舶

出典： Sky Future社 HP
https://www.sky-futures.com/expanse/automate-oil-and-gas-
onshore-inspection/

（①）



SHELL
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海外のドローン活用事例
ドバイ石油
ドバイ石油社において、オフショア設備のラ
イザー、フレアスタック、及び橋の検査にド
ローンが用いられている。

SHELL社のオランダにあるMoerdijk化学
プラントでは、フレアスタック検査のためにド
ローンを用いた。

英国石油化学会社英国化学会社
Cyberhawk Innovation社では、主要
な化学会社の英国のプラントにおいて、ド
ローンを用い、石油貯蔵タンク内の溶接品
質を検査した。

Cyberhawk Innovation社では、英国
の石油化学会社のプラントにおいて、ドロー
ンを用い、フレア近くにある蒸気吹き出し口
の劣化を監視し、落下リスクを見積もった。

出典： Cyberhawk社 HP
https://thecyberhawk.com/case-study/350-risers-
63-offshore-platforms-inspected-month-dubai-
petroleum-using-uavs/

出典： Cyberhawk社 HP
https://thecyberhawk.com/case-study/shell-
moerdijk-flare-inspection-netherlands/

出典： Cyberhawk社 HP
https://thecyberhawk.com/case-
study/1896/

出典： Cyberhawk社 HP
https://thecyberhawk.com/case-study/regular-
inspection-steam-leak-elevated-flare-stack/

※みずほ情報総研抄訳

（①）

（②）

（③） （④）
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海外のドローン活用事例
Chevron
Chevron社では、北海の、Captain油田
及びAlba油田において、ドローンを使用し
てフレアスタックを監視している。他にドロー
ンによるパイプライン等の監視を検討してい
る。また、ドローンに搭載した赤外線カメラ
影像が、油流出時の海水と油の区別に有
用であることを実験で確かめている。

SHELL社では、ノルウェーのOrmen
Langeガス処理工場でフレアスタックや、
高いタワー等の高所にある設備、及びオフ
ショアオイルリグ等の検査にドローンを使用
している。

BPGAZPROM NEFT
GAZPROM NEFT社では、本社だけでな
く、その子会社で生産を担当する
Gazpromneft-Noyabrskneftegazや、
Tomskneft VNKにおいて、パイプライン
の監視にドローンを活用している。

BP社では、米国インディアナ州にある
Whiting製油所において、フレアスタックを
点検するためにドローンを導入した。他にア
ラスカのパイプラインの監視にドローンを用
いる実験も実施済み。パイプライン検査に
おいては、霜によって傷つき、修復を要して
いる場所を特定するためや、油流出への
対応業務等に活用される。

出典：Chevron社 HP
https://www.chevron.com/stories/unmanned-
flights-promise-enhanced-data-collection

出典：SHELL社 HP
https://www.shell.com/inside-energy/eye-in-
the-sky.html

出典： GAZPROM NEFT社 HP
https://www.gazprom-neft.com/press-
center/news/1106483/

出典：BP社 HP
https://www.bp.com/en_us/bp-us/media-
room/multimedia/videos/drone-tech.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-
insights/bp-magazine/drones-provide-bp-eyes-in-the-
skies.html

※みずほ情報総研抄訳

（①） （②）

（③） （④）
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海外のドローン活用事例
TOTAL
TOTAL社では、危機管理訓練においてド
ローンを活用した画像等を対策チームへ送
信するデモを実施した。

SHELL社ではガスプラントにおいて高所に
おけるガス漏洩検知などにドローンを活用
している。

Sky FutureDow Chemical
Dow Chemical Company社では、テ
キサス州のFreeportプラントやルイジアナ
州のプラントでドローンを用いた点検を行っ
ている。点検では12m高さのタンクの亀裂
やシールの状況や、高い場所や狭い場所
の確認にドローンを用いている。同社は既
に3機のドローンを配備している。

Sky Future社（プラント点検会社）で
は、マレーシアの主要な石油・ガス田におい
て、運転停止前の検査として、2つのフレア
チップの状態を把握するために、ドローンに
よる事前点検を実施した。

出典：UAVIA社 HP
https://www.uavia.eu/PR_ENGLISH_25062018_
UAVIA.pdf 出典： SHELL社 HP

https://www.shell.com/inside-energy/eye-in-
the-sky.html

出典：Dow Chemical社 HP
https://corporate.dow.com/en-us/news/media-
gallery
出典：Chemical & Engineering News
https://cen.acs.org/articles/94/i9/Drones-
detect-threats-chemical-weapons.html

出典：Sky Future社 HP
https://www.sky-futures.com/oil-and-gas-
drone-inspection-prevents-unscheduled-
shutdown/

※みずほ情報総研抄訳

（①）

（②）

（③）

（④）
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プラント保安分野における
目視検査の代替可能性に関する考察
（点検におけるドローン活用について）

2020年3月
プラントにおけるドローン活用に関する

安全性調査研究会



実証実験の事例

1

経済産業省委託事業「令和元年度新エネルギー等の保安規制
高度化事業」の中で、出光興産株式会社千葉事業所においてドロー
ン活用実証実験を実施した。本実験に関する内容や実験に際しての
リスクアセスメント・リスク対策、高圧ガス保安法及び消防法における目
視検査の代替可能性に関する考察をまとめたもの。



概要

2

実証実験の実施概要
実証実験の位置づけ

日程及び場所

使用したドローン

「平成31年度新エネルギー等の保安規制高度化事業」において、プラント設備内
部におけるドローン活用について、特有の課題や条件などのリスクを整理・検討し、安
全な運用方法について整理を行った。また、ドローンにより撮影した画像が高圧ガス保
安法及び消防法の法定検査（目視）を代替する可能性を検討するため、実証実
験を実施した。

休止中の重油タンクにおける設備内部でのドローン飛行を実施した。また、実施にあ
たっては、ドローンが撮影した画像が法定検査（目視）を代替する可能性を検討する
ため、タンク内部の溶接線や天井のボルト等の撮影、またタンク内部に設置した腐食し
た配管のサンプルの撮影を実施した。

日程：2020年1月29日（水） ※ 2020年1月30日（木）に予備実験を実施

場所：出光興産株式会社 千葉事業所

屋内空間では狭小空間での使用も想定されるため、今回はFlyability社のELIOS
及びELIOS2を使用した。使用したドローンの機能・性能の概要を以下に示す。なお、
アセスメント飛行によりELIOS2の方が安定していたことから、詳細な飛行はELIOS2を
用いた。

項目 機能・性能（ELIOS／ELIOS2）

サイズ 400mm（球体直径） ／ 400mm（球体直径）

機体重量 700g ／ 1450g

最大飛行時間 10分間 ／ 10分間

耐風性能 3.0m/s ／ 点検時1.0 m/s(性能上最大5.0m/s）

通信距離 水平500m、鉛直150ｍ ／ 500m(障害物がない場合)

屋内高度維持 △(気圧計のみによる） ／ 〇（気圧計と各種センサーによる）

障害物検知 × ／ 下方向なし、水平5方向にセンサーあり

静止画撮影機能 なし ／ 4000×3000

動画撮影機能 FHD 1920×1080 (160×120) ／ 4K、FHD1920×1080 (160×120)



【目的】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び、腐食した配管サンプルの点検
【撮影方法】 静止画撮影／動画撮影
【撮影対象】 タンク内壁の溶接線、壁面のノズル、天井フレームのボルトおよび溶接部

撮影用に設置したサンプル（腐食した熱交換配管のカットサンプル）
【飛行区域の状態】 爆発性雰囲気を生成する可能性がないエリア
【飛行ルート】 休止中の重油タンク内部
【飛行日時】 2020年1月29日 9:00~16:00

2020年1月30日 9:00~12:00
【実施体制】 操縦者、安全運航管理者、補助者 各１名

（補助者の役割は、自己位置、ドローン・カメラ・照明の角度の指示等）
出光千葉事業所の設備管理担当、保安管理担当各１名

ドローン運用事業者とドローンの選定

3

ドローンの飛行目的・撮影対象等の選定

飛行計画の設定

【飛行目的】

【撮影対象】 タンク内部の溶接線、天井のボルト等及び、腐食した配管サンプル

今回の実験では、プラント等の設備内部における飛行実績を豊富に有しているなど、
特にリスク対策を念頭に、信頼性の高いドローン事業者を選定した。また、球体状のカー
ボン繊維に覆われている、設備内部での飛行に強みを持つ機体を選定した。ただし、狭
小空間飛行に適した防塵性やプロテクタを備えていれば、球形ドローン以外の機体も使
用可能と考える。

特殊球体ドローンを用い、非ＧＰＳ環境及び目視外のマニュアル操
縦により、タンク内部を安全にドローンを飛行できるかの確認を行う。
また、取得した画像が、法定検査における目視を代替する可能性につ
いて確認を行う。



4

リスクアセスメント
飛行経路の状態が爆発性雰囲気を生成する可能性がないエリア並びに発火・燃焼が生

じてもこれが拡大・継続しないエリアである点、及び設備内部である点を踏まえ、リスクアセスメ
ントを行った。

１）想定されるリスク
想定されるリスクは大きく３つであり、ドローンの落下等による人的被害や設備の破損のリ

スク、及び設備内部にドローンが留まってしまうリスク、並びにドローンが屋外へ飛び出して防
爆エリアへ侵入するリスクである。

これらはドローンが制御不能になる、又はドローンを的確に操縦することが難しくなることで
引き起こされると考えられる。この制御不能または的確な操縦が困難になる原因について、
以下を想定した。
• 通信の途絶
• 悪環境（強風、許容を超える設備内温度、許容量を超える水／油濡れ）
• 自己位置が推定できない（暗所・粉塵等による視界不良、目印等が存在しない、コン

パスエラー、設備内部状況の事前把握が不十分）
• 操縦者の目視外飛行のスキル不足

想定されるリスクのイベントツリー図
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リスクアセスメント（続き）
２）リスク対策

上記リスクアセスメントの分析結果に応じ、以下のリスク対策を取ることとした。
• あらかじめタンク内にレンジエクステンダーを挿入し通信環境を改善。さらにアセスメント飛

行中にプロボの電波インジケーターで電波状態が良好であることを確認した。
• 事前確認で設備内温度や、許容量を超える水／油濡れがないことを確認した。
• 設備図面にて目印となる物（マンホール等）を事前確認。アセスメント飛行時に粉塵等

視界不良の原因となる物がないことを確認。
• 目視外飛行に関する十分なスキルと経験のある操縦者に依頼。

事前協議等の実施
飛行計画について、以下の事前説明・協議等を実施した。

• 製油所内の所内関係部署への事前確認
• 製油所内の防火・消火体制確保の一貫としての所内消防への事前説明
• 管轄消防への飛行計画の説明

なお、今回は屋内（設備内）での飛行であり、機体が施設外へ飛び出すリスクは無いため、
所轄警察署、海上保安部等への計画説明は実施しなかったが、施設外へ飛び出すリスクが
ある場合は事前説明が必要である。
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点検等の実施
実験にあたり、ドローンの飛行前・飛行中において、以下の点を確認した。

※なお、機体運用に関する事前確認項目は、使用する機体により異なる。
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飛行記録の作成と提出
■飛行記録
① 実施日時
2020 年1 月29 日9:00〜16:00
2020 年1 月30 日 9:00〜12:00

② 人員
【操縦者】（名前）、【安全運航管理者】（名前）、【補助員】（名前） 計3 名
③ 使用機体
Flyability 社製 ELIOS ELIOS2

④ 飛行場所
〒299-0192 千葉県市原市姉崎海岸2 番地1 地内
出光興産株式会社 千葉事業所 ドームルーフタンク
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実験結果とドローン活用の有効性
実証実験において撮影した、壁面の溶接線、側面下部のノズル、天井部のボルト、腐

食した配管サンプルの撮影結果を以下に示す。

壁面の溶接線 タンク底面のノズル

天井のボルト 腐食のテストピース
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実験結果とドローン活用の有効性（続き）

１）ドローンで確認出来たこと
・溶接線や壁面のスケールの付着・堆積状況の確認
・大きな腐食部位や損傷状況の確認
・足場を要する高所（例えば天井の通気口内や、骨組みボルト）の劣化状況確認
・腐食配管サンプルを撮影し、配管の腐食・穴の有無の確認
・暗所でもドローン自身のライトを照射し、視認性を確保して検査が可能

２）課題
・表面状況確認は可能だが、スケールや腐食の下の確認にはケレン作業を要するため、

ドローンでは対応できない
・現状の目視検査では、スケール量や腐食深さはデブスゲージ等を使用して計測して

定量化するが、ドローンでは計測ができない

３）点検上の注意
・画像撮影においては照明の当て方とカメラの角度が非常に重要である。今回はパイ

ロットと設備点検有資格者がペアになり、同一画面を見ながら有資格者が照明の当て方
とカメラの角度等について詳細に指示をして撮影したことで有効な画像が撮影できた。
撮影だけ先に行い、後から有資格者が録画画像だけを見て判断するというような使用方
法では、有効な画像が撮影できない可能性があるため注意が必要である。

４）今後の期待
・新しい後処理技術として、3Dモデルを構築し、3Dモデル内に点検した画像等を紐付

け、画像の保存が可能であるが、今回の実証においては、目視の代替の評価までにとど
まっている。

・今後、このような新技術を活用し、有効性が高まることが期待される。
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目視検査の代替可能性に関する考察

(1) 利点
ドローンの最大の利点としては、足場がないと検査ができない高所の目視検査が可能

であるという点である。今回はドームルーフタンクが対象であったが、ドローンが入れる機器
や配管（排気ダクト、煙道、煙突、海底配管等）であれば、目視検査の可能性がある
と考えられる（ただし、 途中でドローンが停止・衝突又は落下するリスクへの対策が別途
必要）。

(2) 検査の代替
検査の観点では、腐食、摩耗、傷、スケール付着・堆積、破損、割れ、変形・ゆうる

み・剥離といった不具合の一次検査には、ドローンの画像による代替が可能と考えられる。
このため、工業用カメラの利用を許容している対象となる設備を拡大すべく、高圧ガス

設備の保安検査基準であるKHKS等の関連制度をアップデートしていくことが有効。
また、二次検査となる損傷・腐食・変形の定量評価については、ドローンに計測手段が

ないため、これらについては、別途目的に沿った検査ツールを民間事業者によるドローンの
技術開発や実証等により検討していく必要がある。

(3) 期待効果
足場を設置することなく、高所を目視できることから、煙突、フレアスタック、高所配管等

の腐食損傷状況の確認を実施し、本当に必要な箇所のみ足場を組んで検査をすると
いったスクリーニング検査として活用することで、足場コストの削減の可能性がある。また、
腐食の損傷の有無や部位の確認は可能なため、点検業務（特にオフサイトエリアの広
大なタンク群、配管）に適用できれば業務の効率化、点検網羅性の向上が期待できる。

(4) 導入・運用の課題
・現行のドローンは非防爆機器であるため、防爆規制への対応（使用範囲や時期の
限定）

・上記を踏まえた上での利用目的の決定及び投資対効果の算出
・運用にあたっての要員の確保、飛行する際の社内ルールや要領の制定、各部署の役
割の分担等の環境整備
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