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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が、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、水素燃料

電池ドローンに関する技術基準の必要性について検討を行うことが必要である。 
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。一方で、石油化学コンビナート等のプラントにおけるドローンの飛

行は、プラント設備への落下等、安全に活用されなければ重大な事故に至る可能性があり、

コンビナート等のプラント内でドローンを安全に活用・運用をするための課題を整理し、安

全に利用するために満たすべき条件などについて検討し、安全な利用方法を普及させるこ

とが重要である。 
これにより、ドローンの活用が進み、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。 
これらは、経済産業省で推進している、AI、ビッグデータ、IoT を活用した高度な保安の

導入を促す「スマート保安」にも繋がるテーマであり、ドローンを活用した点検等が重大事

故の防止につながることが期待される。 
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 本検討の目的及び実施体制 
 

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が、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、水素燃料

電池ドローンに関する技術基準の必要性について検討を行うことが必要である。 
以上の背景を踏まえて、水素燃料電池ドローンが安全に飛行し、かつ、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技術基準が必要か否か、高圧ガス保安法上検討す

るための調査を行い、技術基準等の必要性等に関する論点出しを行うとともに、明らかにな

った論点を踏まえ、技術基準等の必要性についての検討を行うことが本調査の目的である。 
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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 
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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、敬称略） 
 容器メーカ

ー 
JFE コンテナー株式会社  
中国工業株式会社 

 ドローンメ

ーカー 
株式会社エンルート 
ビードロ―ン株式会社 
株式会社プロドローン 

 経済産業省 高圧ガス保安室 
産業機械課 
資源エネルギー庁 水素・燃料電池戦略室 

 
事務局 
 みずほ情報総研株式会社 

  



Ⅰ-4 
 

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 平成 30 年 12 月 14 日 ・調査概要 

・水素燃料電池ドローンのユースケースと課題 
・水素燃料電池ドローン用高圧ガス容器の紹介 
・技術基準作成の検討の論点案 

第２回 平成 31 年 1 月 23 日 ・一般のドローンにおける滞空時安定機構および

落下対策について 
・技術基準作成検討の論点案と検討優先度案 

第３回 平成 31 年 2 月 13 日 ・技術基準検討の論点のまとめ（案） 
・今後の検討課題について 
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第2章 水素燃料電池ドローンに関する国内外の動向 
本章では、水素燃料電池ドローンの安全性に関する検討のため、水素燃料電池ドローンの

概要、およびその想定される利用形態、国内外における開発の状況について調査した結果を

まとめる。 
 

2.1 水素燃料電池ドローンの概要・構成要素 

水素燃料電池ドローンは、燃料電池を動力源とするドローンである。現在利用されている

ドローンではリチウムポリマーバッテリーなどが動力源として用いられているが、水素燃

料電池ドローンはその代替動力源として、燃料電池を利用するものである。 
水素燃料電池をドローンへ適用することのメリットは、現状のバッテリードローンと比

較して、長時間の飛行が可能となることにある。現状のバッテリードローンは、ペイロード

にも依存するが飛行が可能な時間は 20 分から 30 分程度が限界であり、後述するように特

に産業用途においては、その飛行時間は十分なものではない。 
燃料電池は現状の蓄電池に比べてエネルギー密度に優れるため、飛行時間にして 1 時間

以上の長時間飛行も可能である。そのため、産業用のドローン利用の可能性を拡大するもの

として、水素燃料電池ドローンが注目され始めている。 
図 2.1 に水素燃料電池ドローンの例として、海外メーカーの製品の画像を挙げる。ドロ

ーンの機体に水素タンクと燃料電池が取り付けられた比較的シンプルな構成であることが

見て取れる。 
 

 
図 2.1 水素燃料電池ドローンの例 

出典：Intelligent Energy 社 HP 
https://www.intelligent-energy.com/our-products/uavs/ 

 
水素燃料電池ドローンの主な構成要素の例としては、心臓部に当たる燃料電池スタック、

燃料電池スタックの燃料となる水素を貯蔵する水素タンク、水素タンクから水素を供給す

るためのバルブや弁等からなる供給系、水素とともに化学反応に必要である酸素を含む空

気を供給するための供給系、冷却系、その他周辺機器がある。図 2.2 に水素燃料電池ドロー

https://www.intelligent-energy.com/our-products/uavs/
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ンのシステム系統図の例を掲載する。 

 

図 2.2 水素燃料電池ドローンのシステム系統図 
出典：Thomas H. Bradley et al., ” Flight Test Results for a Fuel Cell 

Unmanned Aerial Vehicle”, 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 
Aerospace Sciences Meetings 

 
表 2.1 水素燃料電池ドローンの主な構成要素の概要 

構成要素 備考 
燃料電池 
スタック 

水素燃料電池ドローンの動力源。燃料電池の種類としては、固体高分子

形燃料電池の他、固体酸化物形燃料電池などが利用されている。 
水素タンク 燃料となる水素を貯蔵する部分。貯蔵の形態としては水素を高圧で圧

縮し、タンクに貯蔵する形態が主流である。その他には液化水素を貯蔵

するケースや化学貯蔵を行うケースも存在する。 
水素供給系 配管、バルブ、弁など。 
空気供給系 コンプレッサなど。 
その他 固体高分子形燃料電池の冷却系、固体高分子形燃料電池の電解質膜の

加湿のための加湿系、電気制御系、プロペラを駆動するためのモーター

など 
この内、特に高圧ガス保安の観点から重要になるのは、水素貯蔵を行うタンクおよび

その周辺機器である。水素貯蔵の手段の現状での主流は高圧でのガス貯蔵である。その

ため、安全な水素燃料電池ドローンの利用のためには、高圧タンク及び周辺機器の安全



Ⅰ-7 
 

性が重要になると考えられる。 
2.2 想定される水素燃料電池ドローンのニーズ 

 

＜産業用ドローン一般のユースケース＞ 

「小型無人機の利活用と技術開発のロードマップ」では、一般的なドローンの利活用が想

定される領域と活用の時期を以下の表の通りに提示している。 

これによると、ドローンの産業利用が有力視される領域としては、物流、災害対応、インフ

ラ維持管理、測量、農業が考えられている。これらの領域でドローンが担う役割としては、

それぞれの適用領域ごとに多様な目的・利用形態があるものの、上空からの情報収集および

搭載物の運搬が主に想定されている。 

 
表 2.2 産業用ドローンの利活用が想定される領域と活用の時期 

用途 現状の利用の姿 

（2016 年ロードマップ制

定時、目視内） 

想 定 さ れる 利 用 の 姿

（2020 年以前、目視外・

無人） 

想定される利用の姿

（2020 年代頃以降、目

視外・有人） 

物流 全国各地（特区、私用地、

テストフィールド等）での

実証 

特区・私有地など特定範

囲での運搬 

離島や山間での荷物配送 

都市を含む地域での

荷物配送 

災害対応 災害現場での情報収集 

（空撮、計測等） 

災害現場での探索、救助

支援、複数機連携 

発災直後（有人、過酷

環境）の多数機出動 

インフラ

維持管理 

全国各地（特区、テストフ

ィールド等）での実証 

各地インフラでの実用 各地インフラでの実

用 

測量 公共測量・工事測量で順次

導入 

利活用の推進 さらなる高度化 

農林水産 農薬散布 

作物生育状況センシング

による営農管理最適化 

鳥獣被害軽減 

農薬・肥料散布、播種 

作物生育状況センシング

による営農管理最適化 

鳥獣被害軽減 

農薬・肥料散布、播種 

作物適時診断による 

営農管理最適化 

鳥獣被害軽減 

 

出典：小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会「小型無人機の利活用と技術開発のロ

ードマップ」をもとに作成 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/shiryou6.pdf 
 
なお、上記ロードマップでは本格的運用のレベルとして、目視内（レベル 2）、目視外・無

人（レベル 3）、目視外・有人（レベル 4）という段階を提示し、現状の目視内での運用とは

異なる段階であるレベル 3・レベル 4の実現に向けて、安全確保等を可能にする技術開発と

環境整備を行っていくとしている。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/shiryou6.pdf
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＜産業用ドローンのユースケースにおける長時間飛行へのニーズ＞ 

 上で挙げた各産業用途において、ドローンの利用形態を広げるために重要になるのはペイ

ロードの増加とドローンの飛行時間の両立である。 

 ドローンの利用が有望視される各産業用途において、想定される利用シーンと典型的な

飛行高度、長時間飛行へのニーズを整理した表を以下に掲載する。これを見ると、現状のバ

ッテリードローンの飛行時間は、想定される用途に対して決して十分なものではなく、長時

間飛行へのニーズが存在すると考えられる。 

たとえば農薬散布でバッテリードローンを利用する場合、現状では日に数時間のフライ

トを行うために、現状では数十本のリチウムポリマーバッテリーを持ち歩くなどの事例も

あり、水素燃料電池ドローンの利用はユーザー利便性を向上させることが期待される。 

 また、災害時対応などでも、長時間飛行が実現した暁には山岳救助などの用途でのドロー

ン利用が麓からの飛行により可能になる。現状のバッテリードローンの場合には、飛行時間

が短いためにドローンを創作地点近傍まで持参して、そこからフライトを開始する必要が

あるが、長時間飛行が実現すれば、現在までと全く異なる運用形態も現れうると考えられる。 

 

表 2.3 産業用ドローンの利用シーンとバッテリードロ―ンの課題、長時間飛行ニーズ 

 



Ⅰ-9 
 

出典：JUAV・プロドローン社発表内容に基づく 
 

 飛行時間の増加に向けて、動力のエネルギー源としてエネルギー密度の高いものを採用す

ることが重要である。飛行に際して軽量化が重要なドローンでは重量エネルギー密度が高

いものが有力と考えられる。これが、水素燃料電池ドローンが注目される要因である。 

下図に米国の Naval ResearchLaboratoryと Protonex 社が共同開発した 16kg のドローン

「Ion Tiger」（翼幅 3m、ペイロード 2.2kg）の飛行に際して、蓄電池、圧縮水素、液化水素

を利用した場合の飛行時間比較を示す。圧縮水素、液化水素共に蓄電池を大きく上回る飛行

時間が可能である。 

 

図 2.3 16kg のドローンにおける、動力源ごとの飛行時間の比較 

出典：Ballard Power Systems, ” Advanced Propulsion for Small Unmanned Aerial 
Vehicles” 

 

 以上をまとめると、特に現在産業用ドローンの利用が有望視される各分野において、ドロ

ーンの普及拡大には飛行時間拡大が望まれる。長時間飛行を可能とする水素燃料電池ドロ

ーンには、特にユーザー利便性が大幅に向上するケースや、従来想定できなかった新たな活

用法創出等への期待があると考えられる。現在のバッテリードローンと水素燃料電池ドロ

ーンの事例をもとに、ペイロードや飛行時間に応じた棲み分け・用途イメージを以下に示す。 
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図 2.4 水素燃料電池ドローンの活用が期待される領域のイメージ 
2.3 国外における取り組み 

海外では、アメリカ、中国、韓国などを中心に複数のドローンメーカーが開発を進めてお

り、長時間の飛行の実績も有するメーカーが現れている状況である。 
表 2.4 に、水素燃料電池ドローンを発表している主要なメーカーとそれらの製品のスペ

ックについて整理した結果をまとめる。 
 

表 2.4 水素燃料電池ドローンの主なメーカーと発表製品のスペック 

 
出典：各種公開情報から作成 

 
各社製品ともバッテリードローンと比較して大幅に長時間の飛行を実現しており、2 時間

から最大で 10 時間程度の飛行が可能としているケースも見られる。取組企業はベンチャー
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企業等多いが、韓国の Doosan 社などの大手が取り組んでいる例も見られる。 
水素燃料電池ドローンの動力源である燃料電池スタックについてはドローンメーカーは

スタックメーカーから調達を行っている。表 2.5 に水素燃料電池ドローンへのスタック供

給を発表している主要なスタックメーカーとその製品スペックについて記載する。いずれ

も、出力としては数百 Web から 1kW 程度のスタックを搭載している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2.5 水素燃料電池ドローン向けスタックの主なメーカーと発表製品のスペック 

 
出典：各種公開情報から作成 

 
水素燃料電池ドローン用の水素貯蔵技術においては、主に圧縮水素容器が搭載されてお

り圧力は 30MPa または 35MPa である。容器の種類としては複合容器が用いられている。 
例として表 2.6 に H3Dynamic 社のドローンに搭載される複合容器の例を示す。容量はバ

ラエティがあり、圧力は 30MPa である。また、EN12245 の認証を得ているとしている。 
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表 2.6 H3Dynamic 社のドローンに搭載される圧縮水素タンク（30MPa）の例 

 
出典：H3Dynamics 社公開情報から作成 

 
その他メーカー、たとえば Doosan 社等では、Type4 の容器を利用するケースも見られ

る。同社は HP 上で、タンクについて韓国の KGS 認可を受けており、国際認証を目指した

取り組みを進めているとしている。図 2.5 に Doosan 社の水素タンクの概念図を示す。 
また容器は落下試験やガンファイヤ試験を通過しており、150m からの落下を経てもリッ

ピングや破裂などは起こらず強い耐久性を持つとしている。 
 

 
図 2.5 Doosan 社の水素燃料電池ドローン向け Type4 圧縮水素タンクの例 

出典：Doosan Mobility Innovation 社 HP 
 
その他貯蔵技術としては、液体水素を用いるものや化学貯蔵技術によるカートリッジを

用いるものなども開発されており、さらなる長時間飛行のためのオプションとされている。 
たとえば韓国の Hylium Industries 社は液体水素タンクを UAV 向けに開発しており、ま
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た Horizon Energy Systems 社は圧縮水素タンクに加えて化学カートリッジもオプション

としており、6 時間飛行を可能にするとしている。（図 2.6 参照） 
 

 
 

図 2.6（左）Hylium Industrie 社による液体水素タンク（右）Horizon Energy 
Systems 社による化学カートリッジ 

出典：（左）J Dutcak “Liquefied and chemical hydrogen storage in contemporary small 
drones' fuel cell propulsion systems”（右）Horizon Energy Systems 社 HP 

 
 
 
 

2.4 国内における取り組み 

 
国内では、現状研究開発プロジェクトのもとで水素燃料電池ドローンに関する技術開発

の取り組みが行われている。 
NEDO 事業において、省エネルギー性能等向上のための研究開発プロジェクトの一環と

して「長時間作業を実現する燃料電池ドローンの研究開発」にプロドローンが採択され、産

業技術総合研究所と共同で、固体酸化物形燃料電池（SOFC）を動力源とした水素燃料電池

ドローンの研究開発に取り組んでいる。研究開発項目は、 
1. 燃料電池ドローンの設計・開発  
2. 長時間作業を実現する SOFC 材料技術開発  
3. 上空でも電力供給可能な燃料電池システム開発  
4. 実証実験 
とされている。（図 2.7 参照） 
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図 2.7 プロドローンらによる水素燃料電池ドローンの研究開発プロジェクト 
出典：産総研デジブック 

https://www.aist.go.jp/digbook/eval/H29dmc/book.pdf 
 
また、経済産業省による炭素繊維複合材料(CFRP)を用いた超軽量機体構造材料及び小型

燃料電池と CFRP 製水素貯蔵容器からなる電源供給システムを開発する研究開発プロジ

ェクトも星山工業とビードローンによって実施されている。 
事業の目標は、平成 31 年度までに長時間の飛行が可能な最大離陸重量 25kg 未満の小型

機と 150kg 未満の大型機を試作することとされており、最大離陸重量 25kg 未満の無人航

空機（ドローン）の長時間飛行と最大積載量を達成するために、炭素繊維複合材料(CFRP)
を用いた超軽量機体構造材料及び小型燃料電池と CFRP 製水素貯蔵容器からなる電源供

給システムが開発されている。図 2.8 にビードローン社の開発中の水素燃料電池ドローン

の画像を示す。 
 

https://www.aist.go.jp/digbook/eval/H29dmc/book.pdf
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図 2.8 開発中の水素燃料電池ドローン 

出典：ビードローン社 HP 
https://veedolone.co.jp/#carousel-example-generic 
同社は超軽量炭素繊維を用いた複合材料を使用し重量を２割程度削減した燃料電池シス

テムを開発、約 30 分間の飛行時間確保を地上試験で確認したとされている。 
以上の通り、国内では現在、複数の研究開発プロジェクトにおいて水素燃料電池ドローン

の技術開発の取り組みが推進されている。しかし現状では国内において水素燃料電池ドロ

ーンが飛行した実績はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ドローン一般における安全対策に関する国内の取り組み 

 
＜ドローンの事故事例＞ 

 水素燃料電池ドローンの安全性を検討するにあたって、一般的なドローンではどのような

事故が発生しているのかを確認すべく、事故事例について整理を行った。国土交通省では平

成 27 年度以降、報告のあった事故等についての情報を公開している。 

https://veedolone.co.jp/#carousel-example-generic
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 平成 27 年から平成 30 年（1月末まで）までのドローン（マルチコプター）公開事故事例

について集計し、総数 163 件の事故の内容を墜落、紛失、緊急着陸、その他（建造物や電線

への接触など）に区分した。その内訳を図 2.9 に示す。 

これを見ると、ドローンの事故においては、墜落が 4 分の 3 程度と大多数を占め、続く

紛失と合わせるとほぼ 9 割 5 分程度に至ることがわかる。 

 

図 2.9 ドローンの事故事例の内訳 
出典：国土交通省「無人航空機に係る事故トラブル等の一覧」をもとに作成 

 

  また、合わせて事故の原因についても報告内容を元に整理した。ここでは事故の原因を、

特に機体トラブル（バッテリー）、機体トラブル（その他部分不具合）、電波干渉・通信途絶、

操作ミス・確認不足、天候の影響、その他・不明と６カテゴリに区分し、集計を行った。 

 結果を図 2.10 に示す。これを見ると、最も多い原因は操作ミス・確認不足であり、人為

的な原因での事故が多いことが見て取れる。次いで多いのがその他・不明であるが、これは

水没・紛失したドローンについてはその原因の特定が難しいと予想されることや、ドローン

が制御不能となり、墜落等に至ったケースでも必ずしもその原因が明らかにはなっていな

いことなどが寄与していると考えられる。 

 水素燃料電池ドローンの安全性を後に考える上で、動力源としての対応物となるために

興味が持たれるのがバッテリー関連のトラブルであるが、事例数は全体の７％程度と必ず

しも多くはない。内容に関しては、バッテリーの破裂に伴う墜落が一件報告されているほか

は、バッテリーの容量不足に伴う墜落などであった。容量不足に至る原因としては強風下で

の飛行やそもそものユーザーの確認不足など複数の要因が見られた。 
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図 2.10 ドローンの事故事例の原因内訳 

出典：国土交通省「無人航空機に係る事故トラブル等の一覧」をもとに作成 
 

 水素燃料電池ドローンと一般的なバッテリードローンの違いは動力源であるが、これらの

結果を踏まえると、現状最多の事故である墜落およびそのトリガーとなる事象は動力源以

外の部分に依存する可能性が一定程度見込まれ、水素燃料電池ドローンとバッテリードロ

ーンで共通する部分が大きいと考えられる。 

 したがって、これらの結果を踏まえると、水素燃料電池ドローンの安全性検討としては、 

 一般的なドローンで最多の事故である墜落が水素燃料電池ドローンで生じた時の影響 

 それらに加えて、水素燃料電池ドローン特有の安全に係る課題 

の検討を行うことが特に重要になると考えられる。 

 

＜ドローンの飛行に関する法規制＞ 

 国内では、ドローンを飛行させる場合、航空法に従ってドローンの飛行を行う必要があ

る。航空法では、ドローンの飛行の禁止区域として、 

 地表または水面から 150m以上の高さの空域 

 空港等の周辺の上空の空域 

 人口集中地区の上空 

が定められている。禁止区域の飛行には、安全措置の上で国土交通大臣許可が必要である。

（図 2.11 参照） 
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図 2.11 ドローンの飛行禁止区域 
出典：国土交通省 交通局「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の 安全な飛行のた

めのガイドライン」 
 
また、飛行させる場所によらず、ドローンを飛行させる場合には 
 日中に飛行させること 
 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 
 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離（30ｍ）を保っ

て飛行させること 
 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと 
 爆発物など危険物を輸送しないこと 
 無人航空機から物を投下しないこと 

を守ることが求められている。 
 
 これらを踏まえると、航空法の下で大臣許可を得る特別な場合を除けば、ドローンの飛

行高度は 150m 未満に限られ、したがって、水素燃料電池ドローンの安全性検討の観点か

らは、高高度からの水素燃料電池ドローンの落下を検討する際には、少なくとも通常の場合

には高々150m からの落下を念頭に置けば十分といえる。 
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＜一般のドローンの安全対策に向けた取り組み＞ 

 現在普及しているドローンにおいて落下の対策としてドローンの機体で実施されてい

る措置としては、例えば以下のようなものが挙げられる。いずれも落下時の衝撃を緩和する

ことで、被害を軽減するための対策である。 
 

表 2.7 ドローンの落下対策の例 

項目 イメージ 概要 

パラシュート 

 
出典：エンルート 

落下時にパラシュ

ートを開傘するこ

とで、落下速度を低

下させ、衝撃を緩和

する。パラシュート

開傘を行うと落下

分散は拡大する。 

プロテクタ 

 

出典：PAUI 

ドローンの周囲に

プロテクタを付け、

衝撃から機体をガ

ードする。 

エアバッグ 

 

出典：プロドローン 

落下時の機体への

衝撃を緩和する。 

 

 また、 現在ドローンの性能評価基準及び試験法等の研究開発として、落下分散、衝突

安全対策、騒音計測に関する研究開発が、福島ロボットフィールドにおいて NEDO 事業とし

て実施されている。 

同事業では、滞空時からドローンのプロペラを停止させて落下させる試験の実施などを

通じて、落下の機構についての研究を進めている。落下速度としては、複数メーカーの機体

がいずれも終端速度が 15m/s 程度になることを把握した上で、6m 落下する間に減速する方

針を検討している。またプロペラ停止後の落下分散の把握に向けた研究も実施している。 



Ⅰ-20 
 

 

 

図 2.12 実証事業におけるドローン落下試験設備 
出典：産業技術総合研究所提供資料 

 
 ドローン落下時の衝撃加速度を計測することも可能であり、水素タンクの搭載された

機体の落下条件に応じて、水素タンクや機体に加わる衝撃を把握することで、必要とされる

クラッシャブルゾーンや衝撃緩和といった安全措置の検討も可能になると考えられる。 
 

 
図 2.13 ドローン衝撃加速度計測のイメージ 

出典：産業技術総合研究所提供資料 
 
以上の取り組みで得られている知見や、既に製品に搭載されている安全措置は水素燃料

電池ドローンにおいても有効に働くことが期待され、これらの知見や安全措置の活用は技

術基準検討の際にも重要だと考えられる。 
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第3章 水素燃料電池ドローンの技術基準検討に向けた論点の整理 
前節までで述べたように、現時点で国内の動向は研究開発の段階であるが、今後の水素燃

料電池ドローンの活用に向け、利用時の安全性についての検討が必要である。 
特に、高圧ガス保安の観点からは、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ため、想定されるリスク等について整

理し、水素燃料電池ドローンに関する技術基準の必要性の検討を行うことが必要である。 
以上の背景から、本章では、有識者から構成された研究会を通じて実施した、水素燃料電

池ドローンの安全性に関する検討についてまとめる。 
 

3.1 技術基準の検討の対象について 

  
＜本検討のスコープについて＞ 

（説明） 
水素燃料電池ドローンの安全性検討、という観点からは、燃料電池を動力源に使うという

特徴を持つ水素燃料電池ドローン特有のリスクとして、「農薬や硫黄などの外気不純物が燃

料電池に与える影響により、動力が突然喪失して落下に至る」なども考えられる。 
しかし、高圧ガス保安の観点から言えば、「不純物による燃料電池の動力突然喪失」はド

ローンの落下のトリガー事象とみなし、落下後の安全性について議論することで十分な検

討が可能であると考えられるため、上記のリスクについては、技術基準検討の論点とはしな

い。 
 

＜技術基準の検討の対象とする燃料装置用容器の種類＞ 

（説明） 
国内の水素燃料電池ドローンの利用状況は研究開発段階であり、現時点でのドローン専

用容器の新規開発は事業リスクを伴うとの声も一部のメーカーから聞かれる。このような

背景のもと、ドローンメーカーが検討する実証では既存の技術基準に適合した容器、例えば

一般複合容器の搭載が検討されている。以上の状況から、本検討の時点では実態を踏まえて

『既存の技術基準に適合した容器』を技術基準の検討の前提とする事が妥当と考えられる。

よって、当面はドローン専用容器の利用を念頭に置いた技術基準の検討は行わない。 

本検討のスコープは、「水素燃料電池ドローンを対象とした『高圧ガス保安法』の技術基

準検討における論点の検討」と位置づけることとする。 

本検討では、水素燃料電池ドローン向けの燃料装置用容器の動向を踏まえて、「既存の技

術基準に適合した容器」を技術基準の検討の前提とすることとする。 
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3.2 論点①水素燃料電池ドローン用容器についての論点 

 
＜容器の材料について＞ 

（説明） 
前節で定めた方針に基づき、「既存の技術基準に適合した容器」を検討の対象とする場合、

容器の材料に関する安全対策としては既存の規格に従って適切なものを選定することが必

要と考えられる。 
ただし、水素燃料電池ドローンにおいては、容器容量が比較的小さく利用形態によっては

使用時に水素の急激な消費が生じうることから、容器が従来の技術基準で定められた温度

領域外の極低温にさらされる可能性も想定される。特に材料の低温脆性の課題は樹脂材料

をライナーに用いた容器などでは重要な課題となると考えられる。 
一方で、現状の高圧ガス保安法には樹脂材料をライナーに用いた一般複合容器の容器規

格は存在しないため、上述の「既存の技術基準に適合した容器」を当面の利用対象として想

定する場合、容器への極低温の影響については検討の優先度は一段下がると考えられる。 
なお、「既存の技術基準」が存在するものには、一般複合容器の他にたとえば一般継目な

し容器なども含まれるが、それを対象とした容器保安規則 例示基準 別添１に規定され

ている材料に含まれるものでも、極低温下での材料の低温脆性が問題になる可能性はあり

うる。 
そのため、今後の技術基準の検討においては、水素燃料電池ドローンの利用時に容器の温

度がどの程度低下するのか、といった点の把握に向けて、実証試験によるデータ取得などの

取り組みを通じ、水素燃料電池ドローンで想定される温度領域において安全に利用が可能

な容器材料についても検証することは必要になると考えられる。 
 

＜容器の設計圧力について＞ 

（説明） 
前節で定めた方針に基づき、「既存の技術基準に適合した容器」を検討の対象とする場合、

容器の設計圧力に関する安全対策としては既存の規格に従って適切な設計圧力を設定する

ことが必要と考えられる。 
 

水素燃料電池ドローン用の容器の材料としては、既存の技術基準に従って適切な材料

を選定する必要がある。 

水素燃料電池ドローン用の容器の設計圧力は、既存の技術基準に従う必要がある。 
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＜容器の耐用年数について＞ 

（説明） 
現状の技術基準では、たとえば一般複合容器については 15 年の耐用年数が定められてい

る。また、疲労試験においては一万回の圧力サイクルに対する安全性が要求される。 
疲労試験での圧力サイクル「一万回」は、単純計算では一日 2 回弱の充填を 15 年間繰り

返す場合に相当すると考えられるが、将来の水素燃料電池ドローンの利用においては、一日

あたり 20 回程度の充填を実施する可能性についても示唆されており、利用の実態が容器の

耐用年数設定において想定されている前提と異なってくる可能性がある。 
一日 20 回の充填が水素燃料電池ドローン用の容器に要求される状況は、水素燃料電池ド

ローンの本格普及期において実現されると考えられるものだが、中長期的な観点では、こう

した利用がなされた場合、水素燃料電池ドローンの充填可能回数を踏まえた寿命設定の検

討は必要と考えられる。合わせて、容器の利用において、どのように、誰が充填履歴を管理

するのか、という点の整理に関しても、中長期的な安全性の課題としては必要となる課題と

言える。 
 

＜容器の再検査について＞ 

（説明） 
前節で定めた方針に基づき、「既存の技術基準に適合した容器」を検討の対象とする場合、

水素燃料電池ドローン用の容器の再検査については、既存の技術基準において定められた

再検査期間に従い再検査を実施する必要がある。 
ただし、容器の再検査に関しては、容器の耐用年数の検討時に合わせて検討する必要のあ

る論点であることに留意が必要である。そのため、中長期的な観点では、水素燃料電池ドロ

ーンの容器の再検査の検討は容器の耐用年数と合わせて必要と考えられる。 
 
 

  

水素燃料電池ドローン用の容器の耐用年数については、既存の技術基準において定め

られた耐用年数に従う。ただし、実際の使用条件とそれに伴う充填回数を踏まえた容器

の適切な寿命の考え方については、今後詳細な検討が必要となる。同時に、寿命の把握

とそれを踏まえた容器の管理のための充填履歴の管理方法についても今後詳細な検討

が必要である。 

水素燃料電池ドローン用の容器の再検査については、既存の技術基準において定めら

れた再検査期間に従って再検査を実施する。 
 



Ⅰ-24 
 

3.3 論点②水素燃料電池ドローンの移動についての論点 

 
＜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＞ 

（説明） 
高圧ガス保安法一般則第五十条四号では、「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。」との定めがある。高圧ガス保安法一般則における「移動」に

関する基準に従って移動するためには。これを満たす必要がある。 
その際には、容器搭載済みの水素燃料電池ドローンの陸上移動が粗暴な扱いにかからな

いよう、容器搭載済みの水素燃料電池ドローンの陸上移動が容器に与えうる悪影響につい

ても把握の上、それを防止する必要があると考えられる。例えば、車両の振動が、車両へ搭

載されたドローンに搭載された容器へ悪影響を与えうるかどうか、という点について把握

した上で、もし何らかの悪影響があるならばそれを防ぐ手立てが必要になると考えられる。 
搭載の形式は異なるが、例えば圧縮水素運送自動車用容器については、ネックマウント方

式による固定法に関する技術基準の検討において、車両振動が容器に与える影響として、 
 水素容器に対し、水素トレーラー走行による振動で疲労破壊に至るほどの応力が発

生するのか 
 使用に際して水素容器の健全性を担保できるのか（15 年継続利用可能性、事故時等

非定常時に耐圧性確保可能か） 
といった観点から検証が行われ、一定の要件を満たすネックマウント方式による固定方

法は、高圧ガス保安法で求める適切な容器の固定手段に該当することが確認された。 
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も、容器に与えうる悪影響と

しては振動が代表的なものと予想される。容器搭載済の水素燃料電池ドローンの陸上移

動陸上移動に伴う振動が容器に与える悪影響やその防止策、その他懸念がないかについ

ては、今後詳細な検討が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 

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は、高圧ガス保安法一般則に

おける「移動」に関する基準に従って移動する必要がある。このためには、陸上移動が

容器へ悪影響を与えないといえるような適切な措置が必要であり、今後詳細な検討が必

要である。 
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表 3.1 ネックマウント方式の固定法の技術基準案検討における検証事項 

 
出典：一般財団法人石油エネルギー技術センター, 古田ほか「圧縮水素運送自動車用容器の

固定方法の追加に関する検討」に基づき作成 
 

＜水素燃料電池ドローンの陸上移動時の警戒標の必要性について＞ 

（説明） 
水素燃料電池ドローンの陸上移動においても高圧ガス保安法一般則における「移動」に関

する基準（50 条第 1 号）に従って、車両の見やすい場所に警戒標が必要となる。（ただし内

容積 25L 以下の容器で合計 50L 以下の場合は不要。）なお、特に産業用ドローンは災害対

応での活用も検討されている所であり、緊急時車両に搭載されている場合は必ずしも警戒

標は必要ではないが、これに関しても高圧ガス保安法一般則に定められている通りである。 
  

水素燃料電池ドローンの陸上移動時、高圧ガス保安法一般則における「移動」に関す

る基準に従って、車両の見やすい場所に警戒標が必要とされる。 
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3.4 論点③水素燃料電池ドローンの使用についての論点 

 
＜水素燃料電池ドローンの空中飛行時の安全性について＞ 

（説明） 
現状の高圧ガス保安法では、水素燃料電池ドローンの利用のような、高圧水素を充填した

容器を高高度空中移動させる、といった使用法については規定がない。したがって、水素燃

料電池ドローンの利用に伴う空中飛行が高圧ガス保安法に抵触しない安全なものであるた

めには、空中飛行が容器に対してどのような悪影響を与えうるものなのか、について検討し、

把握した上で、それを防ぐ適切な手立てが必要とされると考えられる。 
落下のリスクへの対応については次項で扱うことにし、ここでは空中飛行そのものが容

器へ与える影響について述べる。水素燃料電池ドローンの空中飛行については、それの容器

への影響について、実際の利用形態と合わせて検証することが必要であると考えられるが、

現時点で考えうる容器への影響には、空中飛行時の容器に係る振動があると考えられる。 
陸上移動の際の議論と類似して、空中移動に伴い引き起こされる振動が容器へ与える悪

影響がどのようなものでありうるか、また適切な安全措置のもとでそれが防止できるかど

うか、などについての詳細検討が、水素燃料電池ドローンの空中飛行には必要不可欠である。 
なお、これらの検証においては、一般的なドローンの飛行に際して実施されている安全確

保の手立てが施された、という前提の上で、高圧ガス容器を搭載した水素燃料電池ドローン

の空中飛行において、必要な措置を検討する必要があると考えられる。一般のドローンにお

いては、たとえば業界団体により策定された安全基準において、ドローンの操縦者は指導を

受け、技能認定を取得した人物であることが必要とされている。また、飛行時にも有人飛行

機接近時には回避行動が必要とされるなど、安全のための措置が定められている。（表 3.2
参照） 

 
 
 
 
 
 
 

現状の高圧ガス保安法では、水素燃料電池ドローンの利用のような、高圧水素を充填

した容器を高高度空中移動させる、といった使用法については規定がない。 
ただし、高圧ガス保安法一般則では「粗暴な取扱い」が規制されている。水素燃料電

池ドローンの空中飛行時に容器に生じうる悪影響を明らかにした上で、それを防ぐ安全

対策によって、空中飛行時にも容器へ悪影響を与えないといえる適切な措置が必要であ

る。これらに関しては、今後詳細な検討が必要である。 
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表 3.2 業界団体による「産業用無人航空機安全基準」の概要と認定の対象 

 
出典：JUAV“産業用無人航空機安全基準 「小型固定翼機・無人地帯用」”  
 
その他、特定の用途において定められた安全対策マニュアルにおいて、空中飛行時の飛行

硬度や速度、風速などの定めがあるケースも有る。農薬散布の場合の例を表 3.3 に示す。 
 

表 3.3 農薬駆虫散布の運行基準 

 
出典：農林水産省「無人航空機による農薬散布を巡る動向について」 
こうした、一般のドローンが実施すべき安全対策が取られた上で、水素燃料電池ドローン

の飛行に際してどのような危険が想定されるか、その防止のために追加措置として何が必

要とされるか、という観点での検証が今後必要とされると考えられる。 
現状ではこれらの検証のための、再現可能な水準でのデータ取得が十分なされていない

という意見も研究会ではあり、十分な質・量の空中飛行時のデータについても、今後必要に
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応じて取得が望まれる。 
＜空中飛行中の燃料電池ドローンが落下した場合の容器への影響について＞ 

（説明） 
 空中飛行中の燃料電池ドローンが落下した場合の容器への影響に関しては、現状高圧

ガス保安法において規定はない。したがって、今後詳細な安全性の検討が必要であると考え

られる。 
そのためには、落下が発生した際にどの程度の衝撃が容器、あるいはバルブや弁を含む周

辺機器に加わり、その結果水素漏洩や容器・配管の破断などの事故が生じるリスクがどの程

度なのか、といった情報について今後実証を通じた情報の収集が必要と考えられる。 
加えて、取りうる安全対策がどのようなものなのか、それによって想定されうるリスクが

どの程度軽減されうるものか、といった部分についても、水素燃料電池ドローンについて今

後検証が必要と考えられる。 
たとえば、燃料電池を動力源として利用し、燃料用に高圧水素充填済み容器を搭載するそ

の他の移動体（たとえば乗用車）と比較した時に、水素燃料電池ドローンにおいては、ボデ

ィや機構でどの程度容器への衝撃を軽減できるのか、などの点、あるいは、一般的なドロー

ンにおいて搭載されるようなパラシュートによって、落下時の容器への影響がどの程度軽

減されるのか、などの点が十分明らかにはなっていない。 
こうした、水素燃料電池ドローンにおいて落下の対策として取りうる対策とその効果、 

落下が発生した際のリスクの整理などについて、実証によるデータの取得を含んだ形で 
の検討が必要になるものと考えられる。 
たとえば、一般的なドローンにおいては、航空法で規制される飛行高度上限の 150m か 

らドローンを自由落下させた場合や、パラシュート開傘の場合の落下速度への影響などに

ついて、実証研究がなされている。これらにより、パラシュートによる落下速度の低減効果

や、それに伴う機体への衝撃の軽減など、安全措置とその効果についての把握が可能である。

（図 3.1 参照）水素燃料電池ドローンにおいても、検証すべき事項について具体化した後

には、実証などを通じて技術基準の策定に必要となる実データを取得することも必要にな

りうると考えられる。 
 

空中飛行中の燃料電池ドローンが落下した場合の容器への影響に関しては、現状高圧

ガス保安法において規定はない。空中飛行中の燃料電池ドローンが落下した場合の容器

への影響について、落下時にどのようなリスクが生じうるかについての整理や、落下後

の事故や影響を防ぐための安全対策に関して、今後詳細な検討が必要である。 
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図 3.1 ドローンの落下試験 
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） 
 
また、水素燃料電池ドローンによる容器の空中飛行がこれまでなかった高圧水素容器の

利用形態であることを念頭に置けば、高高度からの容器の落下時にどのような衝撃が容器

に加わり、どのような損傷が生じうるのか、といった点について落下試験や衝撃試験で把握

することも重要と考えられる。 
たとえば韓国の Doosan 社は、独自に 150m からの落下試験を同社の Type4 容器に対し

て実施しており、落下時にもリッピングや破裂は起こらないとしている。 
 

＜空中飛行時の容器の温度上限について＞ 

（説明） 
 空中飛行時の水素燃料電池ドローンにおける容器温度上限に関しては、一般則の規定

に従う必要があると考えられる。一般には空中移動時には通風も良い環境のため温度が特

段上がりやすい環境ではないと考えられるが、たとえば火災等の災害時にドローンを活用

する場合など、四十度以下の温度条件を満たすためには何らかの措置が必要になるケース

も想定されることには留意が必要である。 

高圧ガス保安法一般則では、「可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所で

し、かつ、その容器を温度四十度以下に保つこと」が規定されている。水素燃料電池ド

ローンの運用時にも、この条件を満たすことが必要である。 
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＜運用時に保安確保を行う主体について＞ 

 
（説明） 
現状の高圧ガス保安法に従って水素燃料電池ドローンの運用を考える場合、ドローンの

利用者が直接容器への高圧ガス充填を行うことはない。適切な資格を得た作業員により、適

切な場所において充填済みの高圧ガス容器がユーザーへ提供されるといった姿が運用の例

として考えられる。たとえば韓国の Doosan Mobility Innovation 社は、ドローン DP20 の

販売とともに、Type4 の水素タンクを提供している。同社はオンラインあるいは e コマー

スでの注文を受けてから、充填された容器が顧客まで届けられ、からの容器を回収する、と

いったデリバリーサービスも合わせて提供している。 
ただし、将来の水素燃料電池ドローンの本格普及期にはこのような充填の姿は必ずしも効

率的なものではないと考えられ、たとえばドローンの利用者が水素の充填について関与す

る姿もありうる。水素燃料電池ドローンの普及の進展に伴って、ユーザーによって求められ

る運用のあり方も変わると考えられるため、求められる運用の姿が明らかになった時点で、

それに対する保安確保の主体についても改めて検討を行う必要が生じると考えられる。 
 

  

現状では水素燃料電池ドローン用の容器としては、充填済みの容器が提供・搭載され

ることが主に想定されており、ドローンの利用者が自ら高圧水素容器への充填を行うこ

とは少なくとも当面はないと考えられる。このような利用状況のもとでは、容器への高

圧ガス充填や、容器の再検査申請は、ガスの販売を実施する事業者により行われるもの

と考えられる。 
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第4章 今後の技術基準検討において議論・検証が必要な論点のまとめ 
前章までの検討内容を踏まえ、研究会での議論を通じて得られた論点案に関して、今後

の技術基準検討が必要と考えられる点を抽出し、優先度をまとめた。 
ここでは、現状国内での水素燃料電池ドローン技術の状況が研究開発の段階であり、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が実際の飛行であると想定し、飛

行の実現に向けて安全性の検討が必要な項目を「短期的に優先度が高いもの」と位置づけた。 
また、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現時点で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。 
今後の課題としては特に、「短期的に優先度が高いもの」に関して、技術基準の検討を実

施することが挙げられる。特に、水素燃料電池ドローンの飛行や落下については現状公開デ

ータが不足しており、安全性の検討に際してはドローン及び容器の実験データが必要と考

えられるため、これらの取得も重要な課題となると考えられる。 
 

表 4.1 水素燃料電池ドローンの技術基準検討に向けた論点と優先度のまとめ 
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第1章 本業務の目的及び実施体制 
 

1.1 本業務の目的 

 
(1) 背景 

現在、建設インフラをはじめとする、産業インフラの点検においてドローンの活用が具体

化されており、多いに期待されている。 
また、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、塔類等の高所や大型石油貯槽タンク等の日常点検や災害時に迅速に点検を行うことが

可能になり、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。 
加えて、画像処理技術やＡＩの進歩、ビッグデータ・ＩｏＴを活用した高度なスマート保

安を導入することにより、ドローンを活用した点検等が重大事故の防止に繋がり、画像を活

用した機械診断の実装による技術継承の実現、ベテラン技術者の減少への対応等、保安力の

向上につながることが期待されている。 
 

(2) 現状における課題 
一方、石油精製、化学工業（石油化学を含む、以下同様。）等のプラントにおけるドロー

ンの飛行は、プラント設備への落下等、安全に活用されなければ重大な事故に至る可能性が

あり、一部のプラントにて実証実験は行われているものの、実用には至ってはいない状況で

ある。その要因として、現状、安全に活用するための指標、ガイドライン等が存在しないこ

とが挙げられる。 
そのため、プラント内等でドローンを安全に活用・運用をするための課題を整理し、安全

に利用するために満たさすべき条件等について検討し、安全な利用方法を普及することが

重要である。 
 

(3) 目的 
ドローンに係る近年の他分野の動向、プラントにおけるその活用への期待と普及されて

いない現状を踏まえ、本業務の目的は、ドローンのニーズや活用事例の調査、さらに実証実

験結果を踏まえ、プラントにおいてドローンを活用するための課題を洗い出し、事業者がプ

ラントにおいてドローンを安全に活用・運用するために満たすべき要件等を明記したガイ

ドラインを作成することである。 
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1.2 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 に本研究会の実施体制、表 1.1 に委員等名簿及び表 1.2 に研究会の開催状況を示

す。 
 

 
図 1.1 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 実施体制 
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表 1.1 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） 
 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 
 竹原 昌彦 石油連盟 

（出光興産株式会社 製造技術部 保全統括課 課長） 
 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） 
 

オブザーバー（敬称略） 

 エアロセンス株式会社 営業部 

株式会社エンルート 研究開発プロジェクト推進部長 

株式会社自律制御システム研究所 

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 

ＪＸＴＧエネルギー株式会社 工務部設備管理グループ 

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 事業開発部 

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 

 

総務省消防庁 特殊災害室 

総務省消防庁 危険物保安室 

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 ロボット政策室 

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 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 実施状況 

 開催日 主な議題 
第１回 2019 年 1 月 17 日 ・調査概要 

・橋梁点検でのドローンの活用事例の紹介 
・プラントにおけるニーズと事例調査結果 
・プラントにおけるユースケースと課題 
・実証実験の実施方針 
・ガイドラインの作成方針 

第２回 2019 年 2 月 6 日 ・国内プラントにおけるドローンの活用事例の紹

介 
・実証実験の報告 
・ガイドライン（案）について 

第３回 2019 年 2 月 25 日 ・海外プラントにおけるドローンの活用事例の紹

介 
・ガイドライン（案）の提示 
・事例集の作成方針について 
・今後の検討課題について 
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第2章 プラントにおけるドローンの活用ニーズ・事例調査 
 

2.1 調査概要 

本調査においては、石油連盟、石油化学工業協会及び一般社団法人日本化学工業協会の会

員企業を対象に、プラントにおけるドローンの活用ニーズ及び活用事例についてアンケー

ト調査を実施した。なお、ニーズ及び活用事例の調査については、同じ企業内においても各

事業所単位で対応が異なるものと想定されることから、企業単位ではなく、事業所単位で実

施した。 
以下に調査概要を示す。 
 
調査対象：石油連盟、石油化学工業協会及び一般社団法人日本化学工業協会の会員企業 
調査機関：2018 年 12 月末～2019 年 1 月上旬回答数 ：41 社 86 事業所 
アンケート調査項目： 
 
① ドローンの活用事例の有無 
② 活用事例を有する事業所への質問：プラントでのドローンの活用状況 

 活用の有無、活用頻度（日常点検／災害対応） 
 活用したドローンについて（ドローン事業者／機体の製品名・メーカー） 
 ドローンを活用して確認したい設備等とその際に安全面で留意した点 
 今後のドローンの活用頻度 
 今後ドローンを活用して点検したい場所とその際に安全面で懸念する点 
 飛行前に相談した行政機関／説明した内容／求められた説明 
 ドローン活用に期待するメリット 

③ 活用事例がない事業所への質問：プラントでのドローンの活用に関する興味の有無 
 興味がある事業所への質問 

 活用したい頻度 
 点検したい設備等 
 安全面の懸念点 
 想定されるメリット・課題 

 興味がない事業所への質問 
 興味のない理由 

 
等のアンケートを実施した。 
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2.2 ニーズ調査結果 

 
(1) 活用事例の有無及び活用頻度 
アンケートにご協力いただいた 41 社、86 事業所のうち、16 社、27 事業所でドローンの

活用実績があり、30 社、59 事業所でドローンの活用実績がないという結果であった。比較

的短い期間の調査であったが、86 事業所といった多数の回答が得られ、本調査への関心が

高いものと思われる。 
ドローンの活用実績がある 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 社あった。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）で活用したこ

とがあるとの回答であった。 
ドローンの活用事例が有さない事業所は、86 事業所中、59 事業所であり、そのうち 39

事業所と 66%の事業所がドローンの活用に関心を示していることが分かった。活用してい

る事業所と合わせて、ドローンの活用の潜在ニーズとしては 76%と高いニーズを示してい

ることが分かった。また、関心がある 39 事業所での活用したい頻度として、その半数は年

に数回は活用したいとの要望であった。 
 

  

  
図 2.1 ドローンの活用に関するニーズ調査結果 

 
(2) 実績を有していないが関心がある事業所の意見 
ここでは、ニーズ調査という観点から、実績を有していない事業所からの意見を整理する。 
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ドローンの活用ニーズ
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図 2.2 に実績を有していないが、関心がある事業所の今後ドローンを活用したい頻度及

び今後ドローンを活用したい設備について示す。 
今後ドローンを活用したい頻度としては、年に数回程度という意見が半数あり、次いでそ

の他という意見であった。その他の意見としては、具体的な活用方法が決定していないため、

現状未定であるという意見が大多数の一方、最初は月に１回程度で開始し、ゆくゆくは高頻

度で実施したいといった意見もあった。また、トラブル時、設備停止時の点検に活用したい

といった意見もあった。 
今後ドローンを活用したい設備としては、ほぼすべての事業所が複数の設備を選定して

おり、配管、塔本体、タンク、塔以外高所といった設備が半数以上の事業所に選定され、点

検が困難な設備ほどニーズが多いことが分かる。また、その他としては、敷地境界、オフサ

イト設備、桟橋、建屋といった意見が得られた。 
一方、安全面の懸念についても意見が多数得られ、39 事業所のうち 30 事業所以上が防爆

エリア、設備、人への落下を懸念していることが分かった。 
 

  

 

 

図 2.2 実績を有していない事業所のニーズについて 
 
また、自由記入の質問として、ドローンを活用するメリットについて質問を行ったが、ほ

ぼすべての事業所で以下の意見が得られた。 
 

年に数回程
度; 20

月に数回程
度; 9

週に数回程
度; 1

毎日; 1

その他; 9

今後活用したい頻度

配管; 29

タンク; 25

フレア設
備; 16

塔本体・塔
頂配管; 26

塔槽内部; 8

塔以外高
所; 21

配管ラッ
ク; 24

その他; 8

今後活用したい設備

防爆エリア
への落下; 

34

設備への落
下; 35

人への落
下; 30

ドローンの
耐風性能; 

15

その他; 8

安全面での懸念点
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 高所点検に活用することにより、足場コストを削減できる。 
 アクセス困難箇所の点検に活用できる。 
 欠陥等の早期発見や速やかな対応ができる。 
 災害時の迅速な対応が可能となる。 

 
また、ドローンを活用することにより、以下の効果が期待されるとの意見があった。 
 

 記録が残しやすく、点検精度が上がる。 
 高所の設備点検が、簡易に一次スクリーニングできる。 
 AI や画像解析との組み合わせ効果が期待できる。 

 
一方でドローンの活用について、以下の課題が多数得られた。 
 

 墜落のリスクが不明である。 
 防爆性能がなく、使用が不安である。 
 高圧ガス施設、危険物エリア、防爆エリア等における安全対策が確立されていな

い。 
 操縦スキル、操縦者の育成が必要である。 

 
(3) 実績がなく関心がない事業所の意見 
図 2.3 に実績がなく関心がない 20 事業所に対して、活用に興味がない理由について質問

を行った。その結果、約半数は、場所がないといった回答をしており、比較的敷地面積が狭

い事業所では活用のニーズが少ない結果が得られた。 
場所以外の課題としては、安全面への不

安を挙げており、落下リスクを不安に感じ

ている事業所が多いものと推察される。 
また、許可が得られないといった意見も

あり、使用の可否についてルールがないこ

とも関心がない理由に挙げられていた。さ

らに、公開情報としての、プラントでの活

用事例がなく、先例がないといった回答も

あった。  
図 2.3 実績がなく関心もない事業者の

活用に興味がない理由 
 

  

場所がな
い; 9

活用できる
か不明; 5

安全面で不
安; 10

許可が得ら
れない; 6

先例等がな
い; 3

その他; 6

活用に興味がない理由
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2.3 活用事例調査結果 

ここではアンケート結果より活用事例を有する 27事業所における活用状況について整理

する。 
 

(1) 現状の活用状況 
図 2.4 に、現状におけるドローンの活用状況として、活用頻度、飛行実施者、実施箇所及

び留意した点についてアンケート結果を示す。 
ドローンの活用頻度は、1～5 回といった回答が全体の 80%程度であり、現状では実用段

階ではなく、実証段階であることが分かる。一方、現状において月に数回実施するといった

事業所も 3 箇所存在し、既に点検のルーチンとなっている事業所も複数存在することが分

かった。 
ドローンの飛行実施者としては、約半数の事業所が自社で実施しており、次いで、点検会

社、ドローンメーカーの順である。その他としては、工事業者や、ドローンの活用に関する

サービス会社が挙げられていた。 
ドローンを活用した設備としては、27 事業所で 58 設備（その他を含む）の回答があっ

た。その中では、フレア設備で約 60%活用されており、次いで配管、タンク等の設備の点検

に用いた事業所が約 37%程度であった。高所の点検に利用したいといったニーズがあるこ

とが伺える。その他の回答としては、集合煙突、敷地全体、配管ダクト、建屋、送電設備、

桟橋といった意見があった。 
留意した点としては、約 80%の事業所が監視体制に留意しており、次いで危険物施設と

の離隔、操縦士の資格、侵入禁止区域への侵入等に配慮していることが分かる。その他の留

意点としては、落下範囲を明確にすることや、プロの操縦士への依頼、風速に応じた対応、

輻射熱への注意、ガイドロープの使用が挙げられた。なお、ガイドロープとは、ドローンを

係留する紐状のものである。 
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図 2.4 現状における活用状況 
 

(2) 今後の活用に関するニーズ 
図 2.5 に今後の活用ニーズとして、活用したい頻度、活用したい設備及び活用にあたっ

ての留意点を示す。 
現状においては、1～5 回の活用事例が約 80%と大多数であったが、今後のドローンの活

用頻度については、約半数の事業所が年に数回は実施したいといの意見であった。次いで、

月に数回程度といった事業所が約 20%、毎日実施したいといった事業所が 2 事業所存在し

た。 
今後ドローンを活用したい設備としては、27 事業所で 92 設備（その他を含む）の回答が

あった。その中で、フレア設備の回答数については現状の活用の回答数と変化がなく、タン

ク、塔本体、塔以外高所、配管といった設備のニーズがあることが分かった。日常的な点検

が困難な設備に対するニーズがあることが伺える。 
今後のドローンの活用にあたっての留意点としては、現状と大きな変化はなく、落下に対

するリスク、耐風性能が挙げられている。 
 

(3) 行政相談先 
図 2.5 に活用ニーズとあわせて、行政相談先について示す。 

１度; 7

2～5回; 14

年に数回; 1

月に数回; 3

その他; 4

活用頻度
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活用事例を有する 27 事業所のうち、18 事業所が関係する行政期間への相談を行ってい

る。行政相談先としては、管轄消防本部への相談が多数であり、半数以上の事業所が相談を

行っていることが分かる。 
 

  

  
図 2.5 今後の活用ニーズと行政相談先 

 
(4) ドローンの活用のメリットと課題 
自由記入の質問として、ドローン活用のメリットについて質問を行い、以下の意見が多数

であった。これらの意見については、活用事例がない事業所と同様の意見であることが分か

る。 
 

 高所点検に活用することにより、足場コストを削減できる。 
 アクセス困難箇所の点検に活用できる。 
 高所作業等の危険な作業を回避できる。 
 欠陥等の早期発見や速やかな対応ができる。 
 災害時の迅速な対応が可能である。 

 
また、ドローンを活用することにより、以下の効果が期待されるとの意見があった。 
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 決められた飛行ルートでの記録が残せるため、設備等に変化があればわかりや

すい。 
 化学プラントの製造現場は広く、デジタル技術を活用して設備点検のスマート

化を実践していきたい。 
 情報の収集蓄積を飛躍的に向上させ、履歴管理、機械学習による自動判定と合わ

せて、保安力の向上、作業負荷を軽減し競争力強化を図りたい。 
 
一方でドローンの活用に関して、以下の課題が多数得られた。これらの意見についても、

活用事例がない事業所と同様の意見であり、プラントでのドローンの活用について課題認

識は同様であると思われる。 
 

 墜落のリスクがある。 
 防爆性能がなく、使用が不安である。 
 落下時の設備破損が懸念される。 
 高圧ガス施設、危険物エリア、防爆エリア等における安全対策が確立されていな

い。 
 操縦スキル、操縦者の育成が必要である。 

 
また、上記以外の課題として、以下の意見が挙げられた。 
 

 プロに任せることを基本としているため、計画から実施するまでにタイムラグ

が発生する。 
 ラックの配管と配管の間 30～50cm の隙間を飛行させたい。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必要である。 
 設備点検で建物にドローンを近づけるためにはドローンの起こす風やビル風を

考慮して操縦する必要があり、事前の訓練が必要である。 
 飛ばせる場所、搭載できる検査機器でやれることが決まってくる。危険物エリア

での飛行に関して、何かしら担保をとる事により許可が出ると活用に幅が出る。

現状は極めて限定的である。 
 
また、行政相談に関する質問と同時に、行政相談先の懸念事項についても調査を実施した。

その結果、以下の回答を得た。基本的には、事業所の懸念事項と同様であり、危険物エリア

への侵入や、設備への落下が懸念事項であることが分かる。ドローンの活用にあたっては、

これらの懸念への対応が求められる。 
 

 危険物エリアへ侵入する。 
 設備へ落下する。 
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 工場敷地外への飛行、高圧電線に近づかない。 
 操縦不能になった時の緊急対応が必要である。 

 
参考までに、行政相談先から求められた説明やコメントを以下に示す。 
 

 事業所の責任のもと飛行する。 
 設備点検で建物にドローンを近づけるためにはドローンの起こす風やビル風を

考慮して操縦する必要があり、事前の訓練が必要である。 
 要員配置と防消火体制、飛行当初はロープでの係留を実施する。 
 防爆エリア、危険物上空は飛行しない。 
 飛行禁止エリアマップとの照合し、留意する。 
 一定以上の風速で飛行を中止する。 

 
(5) 具体的な活用事例 

具体的な活用事例については、複数の企業より情報提供があり、添付資料の活用事例集に

整理した。 
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2.4 国内プラントにおけるドローンの活用状況についてまとめ 

本調査においては、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

いて調査を実施した。以下に示すように、プラントにおける潜在ニーズは高いことが分かる

一方で、プラント特有の防爆エリアへの侵入といった課題があること、さらに活用に関する

情報がないことから、活用が進まないという状況が明らかになったものと思われる。 
以下の調査結果の概要を示す。 
なお、本アンケートを実施した複数の事業所より収集した活用事例を、添付資料１「プラ

ントにおけるドローン活用事例集」に示す。 
 
○ 活用状況とニーズ 

 国内においては、86 事業所中、27 事業所と約 30%の事業所において活用事例を

有することが分かった。 
 活用事例を有する事業所の中においても、80%の事業所が 1～5 回の実績であり、

現状としては、実証段階であり、実用段階ではないものと思われる。一方で、現

状において月に数日といったユーザーも 3 事業所存在した。 
 活用事例が有さない事業所は、86 事業所中、59 事業所であり、そのうち 39 事

業所と 66%の事業所がドローンの活用に関心を示していることが分かった。活

用している事業所と合わせて、活用の潜在ニーズとしては 76%と高いニーズを

示していることが分かった。 
 
○ 点検対象設備と今後のニーズ 

 点検対象設備としては、現状はフレア設備の実施事例が多数であり、次いでタン

ク、配管と、高所での利用ニーズが高いことが分かる。 
 活用事例を有する事業所の今後のニーズは、塔本体・塔頂配管、塔以外高所が挙

げられており、高所のニーズが高い傾向である。また、活用事例を有していない

事業所においては、配管、塔本体・塔頂配管、タンク、塔以外高所と、やはり高

所点検のニーズが高い傾向にある。 
 
○ ドローン活用のメリット 

 活用実績の有無に問わず、足場等のコスト削減、アクセス困難箇所の点検、高所

等の危険作業の回避、早期発見、速やかな対応が可能といった意見が大多数であ

り、プラント特有のメリットが示されているものと思われる。 
 上記以外の意見として、高所の一次スクリーニング、記録の有効性・活用性、AI、

機械学習の活用といった意見も得られている。 
 
○ ドローン活用の課題 

 ドローンの活用の課題として、活用を有する事業所、活用のない事業所とも、墜
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落リスク、防爆性能、落下時の設備破損、高圧ガス・危険物・防爆エリア等にお

ける安全対策の確立、操縦スキル・操縦者の育成を挙げており、課題についても、

プラント特有の課題であるといえる。 
 今後の活用を促すためにも、これらの課題への対応が望まれる。 
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第3章 海外現地調査結果 
 

3.1 海外現地調査の概要 

本調査においては、以下に示す海外企業等にヒアリング調査を実施し、情報収集を行った。 
具体的には、ドローンを活用した実績を有すプラント点検事業者３社及び石油・ガス分野

におけるドローンの活用に関するガイドラインを出版する業界団体の合計４者に対してヒ

アリング調査を実施した。なお、ヒアリングは、すべて英国にて実施した。 
 

表 3.1 海外現地調査の概要 
 日程 概要 

A 社 2019 年 2 月 11 日 プラント点検事業者 
オフショアエネルギー業界に対し製品やサービスを提供す

る会社。オフショア・沿岸部において、ドローンを用いた点

検サービスを実施。また、ドローンとは別に、非破壊検査に

係るロボット開発等を得意としており、航空宇宙分野でも

パートナーを結んでいる。事業は世界中で実施しており、欧

州、米国の他、中東、オーストラリア、パプアニューギニア

において、点検業務を実施している。本社は米国にあるが、

英国の支店にてヒアリングを実施した。 
B 社 2019 年 2 月 12 日 プラント点検事業者 

ドローンを用いた点検を行う専門企業であり、主な事業対

象は Oil & Gas である。本社はイギリス。プラントの点検

実績は 15 年にわたり、代表的な顧客は、石油メジャーや大

規模化学メーカーでの点検実績を有している。現在は、全世

界で 35 機のドローンを用い点検を行っている。 
C 社 2019 年 2 月 13 日 プラント点検事業者 

ドローンを用いた点検を行う専門企業であり、主な事業対

象は Oil & Gas であるが、近年では電力、通信、船舶等の点

検も実施している。本社はロンドンで、米国、スコットラン

ドに支店があり、アジア展開も行っている。プラントの点検

実績は 10 年にわたり、現在世界 27 か国で業務展開を実施

している。 
D 団

体 
2019 年 2 月 15 日 石油・ガス分野の業界団体 

英国における石油・ガス分野の業界団体。北海にて事業を展

開するコントラクター、オペレータ等多数の会員企業を要

す。プラントにおけるドローンの活用に関するガイドライ

ンを発行している。 
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3.2 プラント点検会社への現地調査結果 

プラント点検会社 3 社にヒアリングを行った結果、以下の状況を把握した。 
 
○ 使用している機体 

 点検の主体で用いているドローンは、A 社は DJI 製、B 社、C 社は Intel 製のも

のを活用しているとのことであった。Intel 製は、電磁波の強い影響がある空間

において優位性を発揮し、プラントでの点検に適しているとのことであった。 
 3 社とも ELIOS 製のドローン（機体の大きさ 40cm 程度）を活用しており、瀬

狭い領域での点検に活用しているとのことであった。 
 
○ 安全対策 

 3 社とも基本的には同様の回答を行っており、以下の通りである。 
 天候・風速に配慮する。 
 操縦士の訓練を実施し、マニュアル操作ができるレベルにする。 
 飛行させる環境に配慮する。 
 実施体制は、操縦士 1 名、点検技術者 1 名の 2 名体制で実施する。 

 飛行可能な風速については、各社上限を設けているが、3 社で異なっており、A
社は 17m/s、B 社は 13m/s、C 社は機体によって異なり 13～15m/s であるとの

ことである。 
 操縦士の育成について、B 社では OJT を含め 1 年間の訓練が必要とのことであ

り、レベル 1：測量ができるレベル（1 か月）、レベル 2：タワーに接近して撮影

ができるレベル（1 か月以上）、レベル 3：風力発電や、石油精製設備でマニュア

ル飛行ができるレベル（3 か月以上）、レベル 4：洋上設備の点検ができるレベル

の 4 段階であるとのことである。C 社では、訓練は 1 か月程度とのことである

が、専門の訓練設備を有しており、この設備での訓練期間が 1 か月とのことで

ある。基本的な考え方については、相違はないものと思われる。 
 飛行場所における電磁波の影響、GPS 等の飛行環境について、B 社、C 社では、

点検業務開始時においては、電磁波の影響で多くのドローンをクラッシュさせ

たとのことであるが、近年はこういったことがないようになったとのことであ

る。また、各社とも火災に至った事例は１例もないとのことである。 
 その他の安全対策として、A 社は基本無人の設備の近傍で飛行を実施させると

のことである。基本的に設備から一定の離隔を確保し、ガス検知を実施した後に、

設備に接近し点検を実施するとのことである。 
 B 社は、ドローンの飛行方法は、垂直飛行を原則とするとのことである。操縦士

は、設備とドローンの離隔が視認できる位置で操縦し、設備に極端に接近しない

運用を行うとのことである（具体的には、塔を中心に 0°の位置に操縦士がいる

場合は、ドローンの位置は 90°もしくは 270°の位置）。離隔はおそらく 10m
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程度であるとの回答であった。リスクアセスメントについては、十分に実施して

おり、データベースにて各ドローンの運用、点検状況が把握できるようになって

おり、ヒヤリハット情報等について、操縦士全員で把握できるシステムとなって

いる。また、ドローンの整備は、50 時間毎に解体整備を実施しており、整備に

は 1 日かけて実施するとのことである。各ドローンの整備状況についても、デ

ータベースにて、全員で共有しているとのことである。 
 C 社は、ジオフェンス機能を有すドローンを活用する場合には、この機能を用い

ているとのことである。飛行前には、十分に事前のリスクアセスメントを実施し、

安全に配慮しているとのことである。 
 
○ 点検に要する時間 

 B 社が示した事例では、石油又はガスの輸送船のタンク内部の点検の際、1 つの

タンクの内部に点検すべき箇所が 30 箇所存在し、点検に要する時間は 3 時間程

度であるとのことであった。 
 C 社が示した事例では、敷地全体の 3D マップ作成や点検に要する時間は、プラ

ントの広さによって異なるが、2～5 日程度であるとのことであった。 
 
○ 最新技術の活用について 

 基本的に 3 社とも同様の回答を行っている。 
 ドローンから取得した情報を活用し、プラントの 3D モデルを構築し、この

3D モデルの中に、ドローンを活用して取得した画像データ等の点検記録を

紐つけている。常に、プラントの状況が外部から把握できるシステムとなっ

ている。 
 ドローンから取得した画像については、AI による画像解析を実施し、過去

との比較ができるようになっている。また、リーク、き裂、腐食等の検知を

行うことができる。 
 上記の 3D モデルと危険情報については紐つけが行われており、次回に点検

すべき場所が提案されるシステムとなっている。 
 各社とも独自システムを開発し、活用しているとのことである。 

 C 社のソフトウェアは、AI を活用して、レポート作成を行うことができる。点

検結果は、数時間後にレポートとして提出することが可能である。レポートには、

次回点検すべき、リスクの高い領域が提案されるシステムとなっている。 
 
○ 完全自動化についての意見は分かれた。 

 A 社の意見として、すべて自動化する必要はなく、人が実施する点検とドローン

が実施すべき点検とを見極めることが重要であるとのことである。 
 B 社は、現状は全自動化が困難であるが、3 年後をめどに可能になる可能性があ
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ることを示唆していた。 
 C 社は、現在石油メジャーからの依頼を受け、完全自動化を目指しているとのこ

とである。プラント設備の点検の他、坑井、メタン検知、ホットスポットの検出

等についても 2～3 年で実現したいとのことであった。 
 
○ ドローン活用に関する顧客の反応 

 3 社ともドローンを活用したプラント点検は増加しつつあるとの認識である。特

に B 社及び C 社ともニーズが右肩上がりであり、飛行実績も増えているとのこ

とである。 
 C 社のコメントであるが、ドローンを活用し始めた段階では、点検の依頼が 1 年

に 1 回程度であったが、徐々にその頻度は増える傾向にあるとのことである。

点検の頻度を増やすことにより、結果的にコスト削減につながるとの評価を顧

客から得ているとのことである。 
 
表 3.2 及び表 3.3 に海外のプラント点検会社の調査結果を示す。 
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表 3.2 プラント点検事業者に対するヒアリング調査結果（1/2） 

 
 

項目 A社 B社 C社

使用している
機体

○DJI製
○ELIOS製

○Intel Falcon 8+
○ELIOS製

○Intel Falcon 8+
○DJI製
○ELIOS製（開発にも関与）

安全対策

基本的に３社とも同様の回答を行っており、以下の通りである。
①安全に配慮すること（天候、風速に注意）である。A社では、風速上限は17m/s、B社では13m/s、C社では15m/sとのことである。
②操縦士の訓練（B社では、OJTも含むが1年間を訓練と位置付け、C社は訓練期間は4週間と回答であったが、専門の訓練施設を有
する）を十分に行い、マニュアル飛行ができるレベルとする。また、オフショアの飛行については、全員がその適性があるわけではなく、
そのレベルまで達さない場合がある。
③飛行させる環境（3社とも電磁波の影響等）に注意すること。B社、C社では、ドローンの点検業務開始時においては、GPSや、電磁

波の影響でドローンの墜落事例が発生しており、多くのドローンをクラッシュさせたとのことであるが、近年は、こういった事故はないと
のことである。また、火災等の大事故に至った例は１例もないとのことである。
④実施体制は、操縦士１名、点検技術者１名の２名体制である。また、操縦士は目視操縦を行い、オフショアでも目視で実施する。点
検技術者は、撮影の担当である。

その他安全
対策

防爆エリアの上空は飛行させない（ただし、
防爆はガス設備のみ）。
人がいる場所では飛行させない。
設備に対して距離を確保する。

原油タンクに近接してドローンを飛行させ
る場合には、ガス検知を実施する。

点検は基本垂直飛行のみで実施する。

操縦士は、設備とドローンの距離が確認
できる位置で操縦を行う。
離隔については、設備から10m程度は確

保し、設備とドローンの離隔が視認できる
位置に操縦者が立つとのことである。

点検用の撮影のため、太陽の位置にも配
慮する。
リスクアセスメントは常に実施しており、Ｄ
Ｂで誰もが確認できる状況である。
50時間毎に、解体点検を実施している。

DJIのドローンを活用する場合は、ジオ

フェンス機能を用い、危険なエリアに入ら
ない対策をとる。DJIのドローンの場合は、
13m/sを風速制限としている。

事前計画には、十分に時間を要し検討を
行う。

※Intel Falcon 8+は電磁波の影響が強い領域で、優位性を示し、点検に適していると回答。
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表 3.3 プラント点検事業者に対するヒアリング調査結果（2/2） 

 
 

項目 A社 B社 C社

最新技術の
活用

基本的に３社とも同様の回答を行っており、以下の通りである

①ドローンから取得したデータを活用し、プラントの３Ｄモデルを構築し、このモデルに対して、ドローンで取得した画像データ等の点検
記録を紐つけている。常に、プラントの状況が外部から確認できるような状況である。
②ドローンから取得した画像については、ＡＩによる解析を実施し、過去との比較を行うことができる他、リーク、き裂、腐食等の検知を
行うことが可能である。なお、腐食の判断については、ドローンの画像の他、非破壊検査等のデータを活用して、分析を行うことが可
能である。
③①、②のデータが紐つけられることにより、次回に点検すべき場所について、把握できるようになっている。
なお、3社とも、それぞれ独自ソフトウェアを開発し、販売している。

その他の最
新技術の活

用
― ―

C社のソフトウェアは、AIを活用して、レ

ポート作成を実施することができる。点検
後、数時間後にレポートを提出することが
可能である。
様々なIoTプラットフォームと連携が可能
である。IoT側にドローンの画像を用いた
分析情報を提供することができる。

自動化につい
て

すべてを自動化にするべきではなく、人が
実施する点検とドローンが実施する点検
の適正を見極めることが重要である。

現在は全自動化は困難であるが、３年後
をめどに可能になる可能性がある。

石油メジャーより依頼を受け、点検の完全
自動化を目指している。プラント設備の他、
坑井、メタン検知、ホットスポットの検出を
想定している。２～３年で実現する予定。



Ⅱ-22 
 

3.3 英国における業界団体への現地調査結果 

英国における石油・ガス関連の業界団体にヒアリングを行った結果、以下の状況を把握し

た。 
 
○ 北海油田を対象としたドローンの活用状況について 

 当該業界団体は、特に洋上においてドローンを安全に活用することを想定した

ガイドラインを発行している機関である。 
 北海では、約 1200 のサイトが稼働しており、ほぼすべてのサイトでドローンを

活用した点検が行われている。 
 活用するドローンは、ペイロードを含めて 20kg 以下としている。それは、これ

までのリスクアセスメントに基づき、落下衝撃のインパクトを小さくするため

である。 
 
○ ドローンの活用にあたっての安全対策 

 洋上の天候は変わりやすく、天候には十分配慮した運用を行っている。そのため、

冬季ではドローンが活用できない日が、決して少なくない。 
 風の影響についても、十分なリスクアセスメントが必要である。 
 天候によるドローン飛行の可否は、OIM（現場のトップ）が判断する。意思決定

は、ピラミッド型となっており、操縦士⇒安全担当⇒OIM といった意思決定で

ある。また、現場の風速データを報告書、判断を得るということもありうる。 
 
○ ドローンの最近の活用方法 

 最近では、ドローンを活用し超音波を用いた非破壊検査を実施する例がある。ド

ローンに 1m 程度のプローブを設置し、設備から 1m までドローンを接近させ、

非破壊検査を実施している。 
 このようにドローンを活用することにより、以前では目視がメインであった点

検が、超音波を用いた非破壊検査を可能にし、設備の点検を効率化することが可

能になった。さらに人がアクセスすることが困難な個所の点検を可能にするこ

とができる技術である。 
 ガスの検知や、メタンガスの漏えい点検には、赤外線カメラを用いている。また、

赤外線カメラでは、ホットスポットの把握も行っている。 
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3.4 海外プラントにおけるドローンの活用状況についてまとめ 

本調査においては、海外現地調査を実施し、海外プラントにおけるドローンの活用状況に

ついて調査した。以下に示すように、海外ではドローンの活用状況が日常的になりつつあり、

3D マッピングの活用、AI を活用した保安の高度化や効率化が行われている。特に、点検コ

ストが低くなることにより、高頻度の点検が行われ、コスト削減に大きく寄与しているとの

情報を得た。 
以下の調査結果の概要を示す。 
 
○ 活用状況とニーズ 

 海外においては、特に北海における状況（1200 のサイトの多くでドローンを活

用した点検を実施している）を鑑みると、ドローンを活用したプラントの点検は、

一般的になっているものと想定される。 
 プラント点検会社の A 社、B 社及び C 社ともニーズは高まっているとのことで

ある。 
 
○ 安全に配慮すべき事項 

 プラント点検会社 3 社とも、以下の安全対策を実施しているとのことである。 
 天候・風速に配慮する。 
 操縦士の訓練を実施し、マニュアル操作ができるレベルにする。 
 飛行させる環境に配慮する。 
 実施体制は、操縦士 1 名、点検技術者 1 名の 2 名体制で実施する。 

 特に操縦士の訓練については、有効な育成プランに基づき対応しているとのこ

とである。 
 
○ 最新技術の活用について 

 プラント点検会社 3 社とも、ほぼ同様の回答を行っている。 
 3D マッピングデータの活用し、データの整理を行う。 
 AI を活用したデータ分析を行い、欠陥、腐食等の検知に活用する。 

 近年では、AI による報告書作成が実施可能である。 
 現在、完全自動化を目指している取り組みが実施され、2～3 年後に実現可能性

を有している会社もある。 
 
○ ドローン活用に関する顧客の反応 

 3 社ともドローンを活用したプラント点検は、増えつつあるとの認識である。 
 ドローンを活用し始めた段階では、点検の依頼が 1 年に 1 回程度であったが、

その頻度は徐々に増える傾向にあり、点検の頻度を増やすことにより、結果的に

コスト削減につながるとの評価を顧客から得ているとのことである。 
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第4章 プラントにおけるドローン活用実証実験 
 

4.1 実証実験の目的等 

 
(1) 実証実験の位置付け 

プラントにおけるドローン活用について、安全な運用方法を検討するとともに、今後さら

に活用を進めていくための課題整理を行う際の検討材料を得るため、実証実験を実施した。 
 

(2) 実証実験の目的 
実際のプラントにおける運用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検討材料を得ることを目的とした。なお、実証実験におい

ては、安全性に十分に配慮した飛行を行った。 
 

(3) 実証実験の目標設定 
実証実験の目標は以下の 3 点とした。 
○ プラントにおいてドローンが点検に活用可能かを確認する。 
○ 風速状況とドローンの飛行性能を確認する。 
○ プラント点検におけるドローン活用をさらに進めていくための課題を明らかにする。 
 

(4) 実証実験の概要 
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浮屋根上に漏れてしま

った状態や、浮屋根の腐食により原油が浮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、ドローンによる上空からの浮屋根撮影を行う状況を念頭におき、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撮影を行った。

（ルーフか浮屋根を統一したい！） 
 

(5) 実験場所及び日程 
実証実験を行ったプラント及び日程は、以下の通りである。 
 
実証実験場所： JXTG エネルギー株式会社根岸製油所 
実証実験日時 （予備実験）： 2019 年 1 月 30 日（水） 
  （実証実験）： 2019 年 2 月 4 日（月） 
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(6) 使用したドローンの機能・性能 
実験に使用したドローンの機能・性能を表 4.1 に示す。 
 

表 4.1 使用したドローンの機能・性能 

 

※VSLAM は、Visual Simultaneous Localization and Mapping の略称である。 
 
  

項目 機能・性能

最高速度 20m/s （72km/h）

最高高度 150m （航空法の上限）

機体重量 6.4kg

カメラ搭載時の重量 7.5kg （カメラ搭載の場合）

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、基本的には高度
20mまでに制限される）
・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
レンズフィルタの使用実績はなし
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4.2 実証実験の飛行計画の立案 

 
(1) 飛行目的・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】 原油タンク浮屋根 
【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】 原油タンク群外周を中心とした、原油タンクに接する道路上 
【飛行日時】 2019 年 2 月 4 日（月） 10:00~16:00 
【必要な監視人数】 操縦者、補助者各 1 名、監督者、ドローン監視者、風速監視員 各

1 名、連絡員、交通整理員 各 2 名の合計 9 名 
 
なお、監視人数については、十分な体制で実施することに配慮し、実施した。 
 

(2) リスクアセスメントの実施 
飛行区域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（離隔距離として 7.5m～30m を設定）である点や、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制御不能や落下の可能性 
○ 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。 
 
○ ドローンの操縦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 
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(3) リスク対策 
(2)に示したリスクアセスメントに応じ、以下のリスク対策を実施した。 
 
○ 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 
○ 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として、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、誘導員を配置する。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する。 
○ 補助者を配置し、実証実験関係者以外の立入りを監視させる。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）を行う。 
○ 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う。 
○ 悪天候時、一定の風速を超えた場合等の飛行中止条件の設定として、実験は、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 以下であり、かつ天候が晴れ

又は曇りの状態においてのみ行う（飛行高度における風速が 10m/s 以下となるよう

設定）こととした 。 
○ 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る。 
○ 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、仮

に飛行エリア内で電波干渉した場合でも、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ため問題ないことを確認した。また、船舶無線（150MHz
～160MHz)とは周波数帯が違うので、干渉はしないことを確認した。 

○ GPS に基づく飛行が不安定な場合、直ぐに操縦者運転に切り替える。 
○ 配管に墜落しても配管側には傷がつく程度であり、漏えい事故は発生しないと判断

し、特段の対応は取らない。 
○ 製油所が面している高速道路上へ落下しないよう、高速道路から 30m 以上の離隔を

確保する。 
○ 飛行直前にガス検知を実施する。 
○ 防火・消火体制を確保するため、消化器を実験場所に配置する。 
○ UN38.3 認証（国連勧告輸送試験）を得ており、一定の衝撃に対しての強度を有する、

衝撃等に強いバッテリーを使用する。 
○ 鳥獣等の接近・被害が起こらないよう、安全監視の人員を配置する。 
○ 原油荷役中は実験を中止する。 
○ 防爆エリア内への侵入をしない飛行ルートを設定する。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する。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、飛行中

のドローン近くでも手元風速計による風速監視を行う。 
○  
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風速に応じた十分な離隔距離について、本実証実験においては、以下のように考えた。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

実証実験においては、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。 
 

 

 
また、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

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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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（本実証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=(at^2)/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。 

 
■地上風速から推定する上空の風速：V(Z)=V(Z0) × [ z / z0 ]^α 
 
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。 
 

(4) 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。 
 
○ 根岸製油所内の所内関係部署による事前確認 
○ 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 
○ 根岸製油所内の総務 Gr へ、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、飛行計画の事前説明 
○ 管轄消防への面談による飛行計画の説明（なお、管轄消防に対しては、実験の概要、

リスクアセスメント、リスク対応について説明を実施） 
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○ 管轄警察署への電話による飛行計画の説明（なお、管轄警察署よりスケジュールにつ

いて質問があった） 
○ 管轄海上保安部への電話による飛行計画の説明（なお、管轄海上保安部よりドローン

の飛行ルートと海域までの離隔について質問があった） 
 

(5) 飛行前・飛行中の点検等の実施 
飛行前・飛行中の点検を実施するにあたり、ドローンの飛行前・飛行中において、表 4.2

に示す項目の確認を行った。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

異なると考えられる。 
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表 4.2 飛行前・実験中のチェックリスト 

 
 
  

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

バッテリー

プロポ

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

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

機体
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4.3 実験結果 

 
(1) タンク撮影結果について 
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。 
本実証実験の結果、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。

本実証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。 
 

 
図 4.1 ドローンからの撮影結果 

 

撮影方向

撮影方向

原油タンク群
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また、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ってしまい、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 
○ 当日浮屋根がかなり下まで沈みこんでいたこと 
 
浮屋根の一部を撮影できなかった 2 つのタンクの空撮画像、及び死角発生の構造の模式

図を以下に示す。 
 

 
図 4.2 タンクとドローンの位置による死角 

 
(2) カメラ性能について 

本実証実験では、カメラとしてソニー製 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、逆光の影響、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、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 までの垂直飛行を行い、飛行安定性の確認や、カメラ設定の確認等、実証実験に向け

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

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
ることができない（右図参照）。
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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。 
 

 

図 4.3 解像度の確認結果 
 
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。これは本実証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、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

のみ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。 
 

(3) 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。 
 

解像度確認用のA3用紙 高度120mから撮影したA3用紙
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図 4.4 ドローンの初期位置からの水平移動距離 
 
さらに詳細な GPS ログについて図 4.5 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
以内に止まっていることが分かる。 

 

 
図 4.5 ドローンの飛行ログの分析 
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(4) 飛行記録について

本実証実験に対し作成した飛行記録を下表に示す。下表では、実証実験当日に加え、予備

実験の飛行記録も合わせて示した。

予備実験時の飛行記録では、実証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。

実証実験当日の、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。 

4.4 実験から得られた知見 

(1) 安全対策としてさらに検討すべき点について

実際実験から、実際にプラントにおけるドローン飛行を実施する際、以下のような交通条

件について、さらに検討の必要があることがわかった。

○ 今回の実証実験の対象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。

○ また、今回の実証実験の対象プラント内の道路は道幅がかなり広い場所もあり、その

ような場所では、ドローン飛行時に道路を片側封鎖することなく、路肩のみ封鎖する

ことで飛行することも可能である。あえて道路を片側封鎖しないことで、交通事故リ

スクを抑えられる可能性もあるため、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。

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
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(2) さらにタンクへ近づいた空撮の必要性と、そのための課題 

対象とする全タンクの浮屋根の全領域を確認することは、“死角”の発生から困難である

と考えられる。そのため、よりタンクへ近づいた空撮が必要と考えられるが、そのための課

題の例として、以下が考えられる。 
 
○ ドローンの機能向上（落下予測範囲の縮減、コスト競争力のある防爆対応ドローンの

開発等） 
○ ドローンの飛行データ・落下データ等の蓄積によるユーザー・メーカー間の信頼醸成 
○ 防爆規制の見直し 
○ ドローンの巻き取り装置の開発 
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第5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（案）

の検討 
 

5.1 プラントにおけるドローン活用に関する関連法令の検討 

 
(1) 航空法に関する規制について 
ドローンの活用は、航空法の規制の下、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行う場合には、地方航空局長の許可を受

ける必要がある。具体的に許可を受ける必要がある条件は、以下の通りである。 
 
○ 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。 

 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域 
 空港等の周辺（進入表面等）の上空の空域 
 人口集中地区の上空の空域 

 
○ 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、許可が必要となる。 
 日中（日出から日没まで）に飛行させること 
 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 
 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 
 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 
 爆発物など危険物を輸送しないこと 
 無人航空機から物を投下しないこと 

 
プラントにおいてドローンを活用するにあたり、飛行空域としては、コンビナート地区が

空港の周辺人口密集地区の上空に該当する場合や、高所点検の場合には、150m 以上の高さ

の空域を飛行する必要がある場合も想定される。また、飛行方法については、目視外での飛

行を行う必要がある場合、第三者との離隔が 30m を確保できない場合等が想定される。想

定する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、適切に実施する必要があ

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

                                                   
※1 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf） 
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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

のガイドライン」※2や「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行のルール」※3等も活

用する必要がある。 
 

 
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※4 

 
(2) 電波法に関する規制 

ドローンの操縦・管制の使用にあたっては、電波法の規制の下、実施されなければならな

い。そのため、ドローンの活用にあたっては、電波法の規制に適したドローンを活用し、無

線に関連する機能の改造等は望ましくない。また、ドローンの種類によっては、免許不要の

場合と、関連免許を取得しなければならない場合があるので、留意が必要である。 
 

(3) 労働安全衛生法による規制 
海外において防爆ドローンは存在するものの、日本において防爆の認定を取得したドロ

ーンは現状存在しないことから、現状使用可能なドローンは、労働安全衛生規則第 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」に侵入させることはできない。 
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。）

                                                   
※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） 
※4 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 
 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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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おり、これ

を満たすドローンは現状存在しないことから、これらのエリアに侵入されてはいけない。 
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、危険個所の定義として、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。 
第一種危険箇所： 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。 
第一種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。 
第二種危険箇所： 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。 
第二種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。 
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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。 
 

 

 
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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以上から、労働安全衛生法に従い、プラントにおいてドローンを活用するためには、「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、ド

ローンを侵入させない運用を行う必要がある。 
 

(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規

制を課しており、規制を受ける側が行う行為によって、その規制の内容が異なってくる。ま

た、高圧ガスの種類や規模によっては、一般高圧ガス保安法規則、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。 
また、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

ス保安関係の一部として、高圧ガス保安法 第三十七条の条文を以下に示す。 
 

＜高圧ガス保安法の規則の例＞※5 
第三十七条 何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種

貯蔵所、第二十条の四の販売所（同条第二号の販売所を除く。）若しくは第二十四条の二

第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二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六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六条の液化

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。 
 
以上に示すように、高圧ガス保安法においては、「火気を取り扱つてはならない」場所や、

「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」といった規制

がある。そのため、プラントにおいてドローンを活用するためには、「火気を取り扱つては

ならない」場所に、ドローンを侵入させない運用を行う必要がある。 
 

(5) 消防法による規制 
消防法においては、プラントにおけるドローン活用に関して関連する規制としては、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が挙げられる。これらについて

                                                   
※5 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=326AC0000000204#283 
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の関連規定は以下のとおりである。 
 
消防法第 10 条第 3 項※6 
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※7 
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。 
 
以上に示したように、消防法においては、「製造所等においては、みだりに火気を使用し

ないこと」や、「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」

といった規制がある。そのため、プラントにおいてドローンを活用するためには、「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」に、ドローンを侵入させない運用を行

う必要がある。 
 

(6) 規制対応のまとめ 
以上に示したように、プラントにおいてドローンを活用するためには、以下の規制に対し

て対応する必要があり、ガイドラインの前提条件となる。以下に各規制に対する対応状況に

ついて示す。 
 

(a) 航空法への対応について 
飛行空域や飛行方法が航空法の規制で示す空域や方法に該当する場合には、適切に航空

                                                   
※6 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=323AC1000000186 
※7 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=334CO0000000306 
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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）」※8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

のガイドライン」※9や「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行のルール」※10等も

活用する必要がある。 
 

(b) 電波法への対応について 
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の規制の下、実施する必要があり、ガイドラインに明記する必要が

ある。 
 

(c) 労働安全衛生法、高圧ガス保安法及び消防法 
上記の法令については、ドローン特有の規制ではなく、プラントでの活用に係る規制であ

る。本検討においては、上記の法令において、ドローンを法令上活用可能なエリアとして防

爆規制及び火気の制限がないエリアであることを鑑み、「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」と表記し、このエリアの飛行における注意事項と、これらの

近傍を飛行させる場合の注意事項を分けて整理する。 
 

  

                                                   
※8 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf） 
※9 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001228024.pdf） 
※10 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html） 
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5.2 ガイドラインの作成方針の検討 

一般にドローンの活用に関するガイドラインにあたっては、航空法及び電波法の規制が

前提の上で、活用分野を定めないガイドラインや、活用分野を定めたガイドライン等が存在

する。活用分野を定めないガイドラインとしては、ドローンの基本的な飛行要件（機体の整

備、操縦者の訓練・遵守事項、飛行体制）を定めた国土交通省の「無人航空機（ドローン、

ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイドライン」や機体の設計や整備また操縦士の認証

を定めた民間業界団体のガイドラインが存在する。また、活用分野を定めたガイドラインと

しては、例えば物流に特化したドローンの飛行要件を定義したガイドライン、さらに具体的

な使用方法まで定めたガイドラン等、目的別に応じたガイドラインが存在する。 
本検討対象のガイドラインについては、以下の基本方針に則り作成することとする。 
 
○ ドローン運用事業者、機体及び操縦者等の活用分野に限らない要件については、国土

交通省の許可申請のルールに則ることとする。 
○ 上記の上で、さらにプラントで安全に活用するための必要な要件については、本検討

会で設置する研究会を通じ、プラント特有の課題と対応について検討を行い、ガイド

ラインに明記する。 
○ また、上記の前提条件とし、本ガイドラインはあくまでプラントの自主保安の上での

活用を想定しており、5.1 に示す関連規制以上の要件は設けるものではない。そのた

め、ガイドラインの作成においては、規制に関連する事項については、「～の必要が

ある」といった表現とし、規制に関連しないプラントでの活用に関する推奨事項につ

いては、「～が望ましい」といった表現で作成することとする。 
○ なお、今回作成するガイドラインは、プラントにおけるドローンの飛行を対象として

おり、具体的な点検の方法等や、活用の是非については、対象外とする。 
 

 
図 5.3 本ガイドラインの対象範囲 

  

プラント以外の分野 プラント分野

活用分野ごとの
ガイドライン

ドローンの使用方法

（ドローンを用いた点検の
実施手順等）

活用分野特有の
ドローン飛行要件

活用分野を定
めない一般的
なガイドライン

ドローン運用事業者、機
体、操縦者への要件

○航空局の許可の申請が必要な場合
無人航空機の飛行に関する許可・承認
の審査要領（DID、目視外等への飛
行に関する要件）

○許可の申請が必要ない場合
国土交通省ＨＰ「無人航空機（ドロー
ン・ラジコン飛行機等）の飛行のルール
等」

無人航空機による
物流に関するガイド
ライン（JUIDA）等

本ガイドラインの対象範囲
船舶検査における
ドローン使用に係る
ガイドライン
（NK）等

本研究会における議論を通じ、プラントで安全
に活用するための要件について整理する。

 プラントにおいてドローンを活用する場合
においては、事前に地方航空局の許可
の申請が必要か確認する。

 許可の申請が必要な場合には、左記に
示す審査要領にて許可・申請を行う⇒
プラントの条件（DID等）に応じた許
可申請となっており、一般的な事項につ
いては、国土交通省の規定に従う

 許可・申請が必要ない場合⇒無人航
空機の飛行のルールに基づき、活用する
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5.3 ガイドラインの適用範囲等の検討 

 
(1) 適用範囲 
本検討対象のガイドラインは、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。プラントの場合は、海域等を含むことが想定されるが、本ガイドラインにおい

ては含まないこととし、個別に海上保安庁、港湾局等との協議が必要なものと思われる。な

お、3.3 章に示した実証実験においては、海域から 30m 程度の離隔であったことから、個

別に協議を行い、許可を受けた。 
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

想定し作成する。 
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。 
 

(2) プラントにおけるドローン活用のための手順 
一般的に、ドローンを飛行させる場合には、飛行計画の立案を行う必要があり、本検討対

象のガイドラインにおいても、飛行計画の立案を作成し、関係者との協議等を行い、ドロー

ンを活用した点検等を実施する。また、点検後においては、飛行記録を作成する流れとなる。 
以下にドローン活用のための主な手順を示す。 
 
手順１：航空法による許可・申請の必要性の確認 
手順２：ドローンの飛行目的・撮影対象等の選定 
手順３：ドローン運用事業者の選定 
手順４：飛行計画に記載すべき事項の検討 
手順５：飛行計画の作成と提出 
手順６：事前協議・意見集約 
手順７：ドローンを活用した点検等の実施 
手順８：飛行記録の作成と提出 
 
次頁の図 5.4 に、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す。 
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図 5.4 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 

 
なお、「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。 
 
図 5.4 に示すように、ドローン飛行に関する主な主体は、飛行計画立案者、ドローン運用

事業者、飛行計画承認者、外部関係機関であり、これらの定義は以下の通りとする。 
「飛行計画者」とは、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。 
「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。 
「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。 
「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。 
 

  

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
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5.4 ドローン活用に関するプラント特有の課題に対する検討 

 
(1) プラントにおけるドローン運用事業者、操縦者、機体の選定について 
プラントにおけるドローン運用事業者、操縦者及び機体の選定にあたっては、航空法の申

請内容に応じ、その要求事項を満たすものでなければならない。特に、プラントの状況に応

じては、作業員や車両交通が多い場合が想定され、必要に応じて 30m の離隔が確保できな

い場合、150m 以上の飛行を実施する能力がある操縦士を選定することが望まれる。また、

機体についても必要に応じて、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。 
上記に加え、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共有すべき

リスクについて十分に情報を共有することが望まれる。 
 

(2) プラント特有のリスクの整理 
プラントにおけるドローン特有の課題は、5.1 の関連法令の中においても、労働安全衛生

法、高圧ガス保安法及び消防法への対応である。プラント特有の課題を整理する上において

は、プラントのエリアとして、以下の 2 つの区域に分けて検討を行った。 
 
① 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 
② 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 
 
上記の①に示すエリアに対しては、プラントにおけるリスクは、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への破損であり、主な要因は以下の

通りである。 
○ 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 
○ 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 
○ 飛行中の他の航空機や鳥獣に接触すること等 
○ 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器等からの電波干

渉による飛行への影響 
 
以上から①のエリアにおいても、上記に対するリスクアセスメントを実施し、リスク対策

を実施する必要がある。 
また、上記の②のエリアに対しては、①のリスクに加え、爆発性雰囲気を生成する可能性
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があるエリアの近傍や火気の制限があるエリアの近傍を飛行することから、これらのエリ

アに侵入し、電池等の破損により着火するリスクである。主な要因は、以下の要因が想定さ

れる。 
○ 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 
 
以上から②のエリアに対してドローンを飛行される場合においては、①で実施するリス

クアセスメントに上記のリスクアセスメントを考慮し、リスク対策を実施する必要がある。 
 

(3) プラント特有の課題に対するリスク対策 
プラント特有の課題に対するリスク対策として、本検討で実施した研究会を通じ、以下の

ように整理した。各プラント事業者においては、各自が実施した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、飛行目的、飛行ルート等に応じて適切に実施することが

望まれる。 
以下に一般的なリスク対策を示す。 
 

＜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＞ 
○ 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 
○ 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 
○ 悪天候時、一定の風速を超えた場合の作業中止 
○ 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 
 

＜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＞ 
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、下記一般的な対策に加え、複
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数の対策を組み合わせることが望ましい） 
○ 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 

○ 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 

○ 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 

○ 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 

 
また、リスクアセスメントに応じ事故対処方法について事前検討を行い、緊急連絡系統等

を策定することが望まれる。 
 

(4) プラント特有の状況を踏まえた事前協議の実施について 
ドローンの飛行については、非定常作業となることから、各事業所のルールに則り飛行計

画の事前協議を行い、承認を受ける必要がある。その際においては、必要に応じて意見等を

飛行計画に反映する。 
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ことが求められることが想

定される。そのため、必要に応じて、これらの関係機関と協議、相談及び情報共有を実施す

る。 
 

(5) プラント特有の課題を踏まえたドローンの飛行の実施について 
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、航空

法の規定に応じた、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。 
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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が望まれる。 
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。 
 
○ 飛行前の確認 

 一般的な確認事項 
 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 
 計画通りの実施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 
 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 
 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ないか 

 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 
 飛行中の中止判断の条件が設定されているか 
 飛行中の中止判断を行う者が明確であるか 
 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 

○ 飛行中の状況確認 
 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 
 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、通信状況に問題はないか 

 
(6) プラント特有の飛行記録と作成と提出 

航空法においては、適宜飛行記録を作成することが求められる場合があるが、プラント特

有の課題として、ヒヤリハット事例や、ドローン活用により得た知見、気づきについては、

プラント内で共有することが望まれる。また、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。 
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5.5 ガイドラインで想定する設備の状態別の検討 

 
(1) プラントにおける設備の状態について 

プラントにおいてドローン活用する場面として、大きく分けて以下の 3 つの場面を想定

した。 
○ 通常運転時 
○ 設備開放時 
○ 災害時 
 

(2) 通常運転時における検討内容 
「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。

ドローンを飛行させるエリアとしては、5.4(2)のプラント特有のリスクに示す、①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②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場合が想定される。そのため、通

常運転時においてドローンを適用する場合においては、①の場合、②の場合に応じてリスク

アセスメントを実施し、リスクアセスメントに応じたリスク対策を実施することが望まれ

る。 
なお、基本的な流れは、図 5.4 の通りである。 
ガイドラインの作成にあたっては、通常運転時におけるプラントでのドローンの活用を

基本に、詳細な手順を示すこととする。 
 

(3) 設備開放時における検討内容 
「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。従って、①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が対象となることから、①の場合に応じてリスクアセスメント

を実施し、リスクアセスメントに応じたリスク対策を実施することが望まれる。一方、通常

運転時に設備が隣接する場合には、②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と同等のリスクアセスメント、リスク対策を考慮するこ

とが望まれる。 
なお、基本的な流れは、図 5.4 の通りである。 
ガイドラインの作成にあたっては、通常運転時の章を参照することとし、詳細な手順につ

いては割愛する。 
 

(4) 災害時における検討内容 
「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
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れのある状態をいう。 
災害時は、通常運転時及び設備開放時と異なり、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。 
そのため、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ることから、以下の

事項に留意し、以下の要求事項に従った整備、訓練が行われていることが望ましい。 
 
○ ドローンの点検・整備 
○ ドローンを飛行させる者の訓練 
○ 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 
 
また、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必要がある。 
 
○ 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 
○ 通信、ドローンおける電波の受信状況について確認しながら、飛行させること 
○ バッテリーの充電状況、固定状況を確認すること 
○ 強風時には作業延期、場合によっては中止すること 
○ 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 
○ 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 
 
ガイドラインの作成にあたっては、通常運転時及び設備開放時とは異なり、災害時におけ

る留意事項について整理することとする。 
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5.6 ガイドライン（案）の目次設定 

本ガイドライン（案）の目次については、第 1 章を概要、第 2 章～第 4 章は、プラント

の状態別に応じたガイドライン（案）とし、第 5 章に関連法令について詳細に明記した。 
本ガイドライン（案）の作成にあたっては、表 5.1 の目次構成とした。 
なお、本検討結果を受け、作成したガイドライン案については、添付資料２に示すことと

する。 
 

表 5.1 ガイドライン（案）の目次構成（1/2） 
目次 記載事項 

第 1 章 概要 
1.1 背景と目的 背景と目的について記載 
1.2 適用範囲 適用範囲について記載（5.3(1) 参照） 
1.3 航空法の適用について 航空法の適用について記載（5.1(1) 参照） 
1.4 電波法の適用について 電波法の適用について記載（5.1(2) 参照） 
1.5 ドローン活用の流れ ドローン活用の流れについて記載（5.3(2) 参照） 
1.6 用語及び定義 用語及び定義について記載 
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 
2.1 ドローン運用事業者の選定 通常運転時のプラントの状態を前提とし、5.4(1) に示

す航空法に応じたドローンの運用事業者の選定、操縦

者の要件、機体の要件について記載 
2.2 操縦者の要件 
2.3 使用する機体の要件 
2.4 飛行計画書の作成と提出 通常運転時のプラントの状態を前提とし、5.4(2) 及び

(3) に示すプラントのリスクに応じた飛行計画を作成

し承認者に提出することを記載 
2.5 事前協議等の実施 5.4(4) に示すプラント特有の関係機関と協議等の実

施について記載 
2.6 ドローンを活用した点検等

の実施 
通常運転時のプラントの状態を前提とし、5.4(5) に示

すプラント特有のリスクに応じた点検等を実施する

ことについて記載 
2.7 飛行記録等の作成と提出 5.4(6) に示すプラント特有の報告内容についてプラ

ント内で共有することについて記載 
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表 5.1 ガイドライン（案）の目次構成（2/2） 
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 設備開放時等におけるドロ

ーン運用事業者の選定 
5.5(3) に示す設備開放時におけるドローン運用事業

者の選定について記載 
基本的には、通常運転時と同等であることを記載 

3.2 設備開放時等におけるプラ

ントでのドローンの活用のため

の手順 

5.5(3) に示す設備開放時におけるドローン活用に関

する手順について記載 
基本的には、通常運転時と同等であり、リスクが異な

る可能性があることを記載 
第 4 章 災害時におけるドローンの活用方法 
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 

5.5(4) に示す災害時におけるドローン活用に関する

注意事項について記載 

第 5 章 関連法令 
5.1 航空法による規制 5.1(1) に示す航空法による規制について記載 
5.2 電波法による規則 5.1(2) に示す電波法による規制について記載 
5.3 労働安全衛生法による規制 5.1(3) に示す労働安全衛生法による規制について記

載 
5.4 高圧ガス保安法による規制 5.1(4) に示す高圧ガス保安法による規制について記

載 
5.5 消防法による規制 5.1(5) に示す消防法による規制について記載 
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第6章 今後の課題 

本検討においては、まずはプラントにおいてドローンを安全に運用するための方策につ

いて検討を行い、ガイドライン（案）としてとりまとめた。プラントの保安力のさらなる向

上のための今後の課題について、研究会等で得られた意見を以下に示す。 
今後、これらの検討や技術開発を実施し、さらなる保安力の向上に向けた取り組みの実施

が望まれる。 
 
○ 飛行区域に関する項目 

 屋内での活用 
 危険エリアでの活用 

 
○ 点検に関する項目 

 自主点検への活用 
 法定点検への活用及び活用にあたってのルールつくり 
 目視レベルのカメラの精度の確認 
 敷地巡回、プラント全体のガス検知等への活用 等 

 
○ 災害時の対応に関する項目 

 夜間飛行 
 災害時の同時動画配信 等 

 
○ その他 

 点検へのデータ活用の高度化（ドローン×最新技術） 
 欠陥、腐食検出の自動検出 
 3D マッピングデータの作成及び活用 
 防爆ドローンの開発 
 ドローン、AI を活用した点検報告書作成の自動化 等 

 
  



 
 

 
 

＜添付資料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（案） 

 

  



 
 

 
（空白ページ） 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2019 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 

 
  



 
 

 
 
 



 
＜目次＞ 

第 1 章 概要 ...................................................................................................................... 1 
1.1 背景と目的 ............................................................................................................... 1 
1.2 適用範囲 ................................................................................................................... 1 
1.3 航空法の適用について ............................................................................................. 1 
1.4 電波法の適用について ............................................................................................. 2 
1.5 ドローン活用の流れ ................................................................................................. 3 
1.6 用語及び定義............................................................................................................ 3 

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 ...................................... 5 
2.1 ドローン運用事業者の選定 ...................................................................................... 5 
2.2 操縦者の要件............................................................................................................ 5 
2.3 使用する機体の要件 ................................................................................................. 5 
2.4 飛行計画書の作成と提出 ......................................................................................... 5 
2.5 事前協議等の実施 .................................................................................................... 8 
2.6 ドローンを活用した点検等の実施 ........................................................................... 9 
2.7 飛行記録等の作成と提出 ......................................................................................... 9 

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.................................. 11 
3.1 設備開放時等におけるドローン運用事業者の選定 ................................................ 11 
3.2 設備開放時等におけるプラントでのドローンの活用のための手順 ....................... 11 

第 4 章 災害時におけるドローンの活用方法 ................................................................. 12 
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 ......................... 12 

第 5 章 関連法令 ............................................................................................................. 14 
5.1 航空法による規制 .................................................................................................. 14 

5.1.1 航空法第 132 条 .............................................................................................. 14 
5.1.2 航空法第 132 条の 2 ....................................................................................... 14 
5.1.3 航空法第 132 条の 3 ....................................................................................... 15 

5.2 電波法による規則 .................................................................................................. 15 
5.3 労働安全衛生法による規制 .................................................................................... 16 
5.4 高圧ガス保安法による規制 .................................................................................... 19 
5.5 消防法による規制 .................................................................................................. 23 

 
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 
  



 
 
 



1 
 

第1章 概要 
 

1.1 背景と目的 

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

い状況にある。 
本ガイドラインは、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ものである。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。 
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、
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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

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 国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf） 
※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） 
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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

義する特別危険箇所、第一種危険箇所及び第二種危険箇所を指す。 
(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
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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) 「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ＧＰ

Ｓ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
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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 

プラントにおけるドローンの活用方法について、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 

2.5 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、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。 
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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、火気の使用制限がないことから、ドローンを飛行させることができる。また、設備開

放時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。 
 

3.1 設備開放時等におけるドローン運用事業者の選定 

設備開放時等におけるドローン運用事業者の選定にあたっては、2.1 節に示す要件と同様

に選定する必要がある。 
 

3.2 設備開放時等におけるプラントでのドローンの活用のための手順 

設備開放時等におけるプラントでのドローンの活用のための手順は、2.4 節を参考に、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、飛行計

画の立案にあたっては、隣接する通常運転時の設備に注意を払いながらリスクアセスメン

ト及びリスク対策立案を実施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) 通信、ドローンおける電波の受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

あるいは、飛行方法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 
 

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、次の各号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 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=327AC0000000231_20170530_428AC0000000051&openerCode=1#939 
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 日出から日没までの間において飛行させること。 
二 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。 
三 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。 
四 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。 
五 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。 
六 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。 
前二条の規定は、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。 
 
○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/ 
 

  

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
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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 
 
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。 



17 
 

 
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。 
第一種危険箇所： 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。 
第一種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。 
第二種危険箇所： 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。 
第二種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。 
 



18 
 

 

 
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 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=326AC0000000204#283 
※7 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=341M50000400053#62 
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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。 
 
 

                                                   
※9 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=323AC1000000186 
※10 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId 
=334CO0000000306 
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プラントにおけるドローン活用事例集

2019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



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。

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。

2019年3月
石油コンビナート等災害防止３省連絡会議

（総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省）



P.3１．国内企業の活用状況

P.6２．実証実験の事例

2
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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。
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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



5

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。



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
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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
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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=(at^2)/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。



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。
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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
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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

32

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。
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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）



SHELL
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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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水素燃料電池ドローンの例

水素燃料電池ドローンの主なメーカーと発表製品のスペッ
水素燃料電池ドローン向けスタックの主なメーカーと発表

開発中の水素燃料電池ドローン
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