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第１章 概要 

1.1 目的 

本性能評価基準書(以下本書と略)は、無人航空機の性能評価基準を定めることを目的とする。物流、災害

調査に共通な無人航空機の性能基準及び分野に固有な分野別個別性能評価基準をそれぞれ定める。性

能評価基準は、無人航空機の性能を測る目盛を定めるものであり、共通的な目盛の採用により無人航空

機の性能が比較可能になる。 

本書では、性能評価の軸となる性能評価項目を設定し、各性能評価項目に対し性能評価の考え方を示し、

性能のランク付けを行い、そして性能試験方法及び試験に必要な施設・設備・機器を示す。 

無人航空機の技術開発は急速に進んでいる。本書で規定した性能評価基準や試験方法については、技術

の進歩などのため実情と合わなくなることが予想される。性能評価項目についても、新規に付け加えるべき

ものや陳腐化し規定する意味がなくなる項目が発生することが考えられる。本書の内容は、タイムリーに更

新される必要がある。 

本書で示す性能評価基準が、各種の無人航空機の開発や製品カタログの記載、さらに機体の認証などの

ベースとなることを期待する。 

 

1.2 対象無人航空機と適用分野 

1.2.1 対象無人航空機 

本書は、航空法第 2 条 22 及び航空法施行規則第 5 条の 2 で規定される無人航空機を対象とする。航空

法が対象とする無人航空機には、回転翼型、固定翼型、滑空機など様々な機種が含まれるが、各章の記

述の中で対象機の機種が限定される場合には、その機種名を明記する。 

以下に航空法第 2 条 22 及び航空法施行規則第 5 条の 2 の条文を示す。 

 

航空法第 2 条 22 

第 2 条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空

機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 

22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空

機、飛行船その他政令で定める機器であつて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（プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるもの（その重量そ

の他の事由を勘案して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ものとして国土交通省令で定めるものを除く。）をいう。 

航空法施行規則第 5 条の 2 

航空法第 2 条第 22 項 の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。 

*注. 200g 未満の無人航空機は、航空法第二条の 22 の規制対象外である。 
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1.2.2 適用分野 

本書は、物流応用分野、災害対応分野に関わる無人航空機を適用範囲とする。 
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1.3 性能ランク 

(1) ランク設定について 

無人航空機の各性能評価項目について、その性能水準を表すために、ランク 0 からランク 8 まで 9 段階の

性能ランク設定を行った。ここで定めたランクが無人航空機の各性能評価項目についての性能を測る物差

し(メジャー)となる。例えば、一定方向に一定の風速で吹く定常風については、気象庁の風速階級を参考に

各ランクを分ける基準値(閾値)を設定した。 

ランク 0 は無人航空機として当然持つべき最低限の性能ランクの設定であり、ランクに応じて性能基準が

あがりランク 8 が最高位のランクとなる。 

性能評価項目については 0 から 8 までの全てのランクを網羅しない項目もあり、その場合には高位のラン

クをブランクとした。将来、技術の進歩などにより、現在ブランクとしているランクが設定されるなどランク設

定内容が変更される。 

複数の性能を表す場合には、レーダーチャートが便利である。レーダーチャートを作成するような場合に、

ランクにブランクがある性能評価項目などについては、作成時にランク 0～8 の値に正規化を行うと良い。 

図 1.3(1)の例では耐氷性、耐塩霧性、耐湿度性の項目が正規化表示され、ランク 8 の位置にプロットされ

ている。 

 

 

図 1.3(1) レーダーチャートの例 
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(2)複合性能評価 

無人航空機の実際の運用を想定して性能を評価する場合には、複数の評価項目に対する性能を評価する

必要があるが、その場合本書で定める性能ランクを組み合わせて性能を表す。例えば気象変化の激しい

高所で無人航空機を運用するような場合には、耐風性と耐高度性の二つの性能評価項目について複合性

能として 2 軸で性能ランクを表す。(図 1.3(2)参照) 

 

 

                  図 1.3(2) 複合性能 

 

さらに無人航空機を使用したシステムの総合的な性能、すなわちシステム性能を表すときには、無人航空

機の飛行に関わる性能だけではなく、例えばセンサシステムなどの性能が重要となる場合がある。このよう

なときには、本書で規定した飛行に関わる性能に関する性能評価項目の性能ランクに加え、センサシステ

ムなどに対する要求性能ランクを示し要求するシステム性能の水準を表すと良い。 

 

(3) 性能試験方法について 

使用分野が異なる無人航空機の各種機体について、性能試験方法を一律に定めることは現実的でない。

屋内での飛行試験が不可能な中大型の固定翼機と、屋内で飛行やホバリングが一部可能な回転翼機とで

は当然ながら試験方法が異なる。また、エンジン駆動の機体とバッテリー駆動機体とでは、性能評価項目

によっては性能試験方法が異なる。 

以上のことから、共通性能評価項目(4 章)に対しては、試験の考え方や試験環境(施設・設備・機器)につい

て概略的な説明を行い、各分野における性能基準を定める分野個別性能評価基準において、使用する無

人航空機の種類を限定したうえで、無人航空機の具体的な性能試験方法を規定するものとする。従って、
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同一性能評価項目においてでも分野に応じて試験方法が異なることから、同一の機体でも性能ランク値が

異なることに注意すべきである。 

 

1.4 共通性能評価項目と分野別個別性能評価項目 

性能評価項目によっては、共通性能評価と分野別個別性能評価の両方に性能評価基準が規定されてい

る項目がある。両方に規定されている項目については、本書のユーザーが属する分野に該当する分野別

個別性能評価を参照する。すなわち、分野別個別性能評価の規定が共通性能評価に優先される。 

性能の水準を表すランクについて、特に分野別個別性能評価に規定されるランクであることを表す場合に

は、「個別ランク」と表現する。 
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第２章 用語 

本章では、本書の中で使用する無人航空機関連の用語について解説する。 

 

[共通性能評価基準関係] 

無人航空機 UAV  Unmanned Aerial Vehicles  Unmanned Air Vehicle 

・人が搭乗しない航空機のこと。 

ドローン Drone 

・無人航空機の総称、もともとはオス蜂の意味。 

回転翼機  Rotorcraft 

・翼(プロペラ)の回転により、揚力と推力を得て飛行する航空機。2 組以下のローターを使用するヘリコプタ

ーと 3 組以上のロータを使用するマルチコプターに大別される。 

固定翼機  Fixed Wing Aircraft 

・対気速度により翼に揚力を得て飛行する航空機。 

マルチコプター Multicopter 

・3 組以上のローターを使用する回転翼機。 

ミッションプロファイル Mission Profile 

・飛行プランを、横軸に飛行時間(又は飛行距離)、縦軸に飛行高度で表した図(グラフ)。 

飛行時間 Flight Time、Flight Hour 

・離陸から着陸までの時間、航続時間、帯空時間などと同義、本書では飛行時間を採用。 

飛行距離 Flight Distance 

・離陸から着陸までの距離。 

飛行高度 Altitude、Flight Altitude 

・離陸地点からの相対高さ、但し海抜など絶対高さで表す場合もある。 

飛行速度 Plane Speed 

・対気速度と対地速度の区別が必要。 

ペイロード Payload 

・積荷の重量。 

離陸重量 Take-off  Weight  TOW 

・離陸時に負荷となる重量（離陸重量）。 

バッテリー機では、（機体重量(含むバッテリー重量)）＋（ペイロード） の値 

エンジン機では、（機体重量）＋（燃料重量）＋（ペイロード） の値 

ホバリング Hovering 

・ヘリコプター、マルチコプターなどが、空中で停止状態を維持すること。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E7%BF%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%8A%9B
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対地速度 Groundspeed 

・航空機の地表面に対する相対速度。 

対気速度 Airspeed 

・機体と大気（空気）との相対速度。 

・対地速度 Vg、対気速度 Va、風速 Vw(向い風の場合を正の値)とすると、 Va = Ｖg＋ Vw となる。 

正対風 Head Wind 

・航空機にあたる正面からの風(対語：Tail Wind)。 

ホールディング時間 

・着陸前に同じ高度を保って飛行する時間。 

定常風 Steady Wind 

・一定方向に、一定風速で吹く風。 

大気擾乱 Gust 

・突風。 

孤立突風モデル Gust model  

・孤立(繰り返しのない)突風の数学的モデル。 

地面効果 Ground effect 

・翼と地面の間の空気流の変化がおよぼす空気力学的効果 

GPS  Global Positioning System 

・全地球測位システム。 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

・GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星（QZSS）等の衛星測位システムの総称。 

FAA 

・米国連邦航空局。 

C2-Link 

・コマンド・アンド・コントロール・リンク、無人航空機の操縦用無線。 

LIPO 

・リチウムポリマー電池。 

ESC  Electric Speed Controller 

・エレクトリックスピードコントローラ、無人航空機のモータ駆動用のアンプ。 

VLOS  Visual Line Of Sight 

・目視範囲。 

FPV  First Person View 

・一人称視点すなわち、無人航空機の視点でみた映像。 
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自律飛行(又は自動飛行)  Autonomous Flight 

・操縦者からの直接的な指示を受けずに、指定ルートを飛行すること、また障害物などを避けて飛行するこ

と。 

UTM  Unmanned Aerial System Traffic Management 

・無人航空機のための航空管制交通システム。 

Geo-fencing 

・無人航空機の飛行可能な空域を制限すること。飛行前の静的な制限、又は天候などの環境条件に応じて

動的な制限がある。 
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第３章 無人航空機の性能評価について考慮すべき事項 

本章では、無人航空機の性能評価基準を規定する上で、予め考慮すべき事項について述べる。 

3.1 対地速度と対気速度 

飛行速度には、対地速度と対気速度がある。前者の対地速度とは、航空機の地表面に対する相対的な速

度であり、後者の対気速度とは、機体と大気（空気）との相対速度である。向かい風のなかを飛行した場合

には、対気速度＝対地速度+風速 となり、対気速度の値は対地速度の値より風速の値だけ大きくなる。追

い風で飛行した場合、対気速度の値は、対気速度＝対地速度－風速 となり対地速度の値よりも小さくな

る(図 3.1)。すなわち、 

対地速度 Vg、対気速度 Va、風速 Vw(向い風の場合を正の値)とすると、 Va = Ｖg＋ Vw となる。 

 

平均対地速度と飛行時間を乗算した値が延べ飛行距離となるので、対地速度は物資の輸送などで重要な

性能指標となる。一方、対気速度は、航空機の運動性能に関わる重要な変数である。耐風性能など飛行

性能を試験するときに、対気速度を一定の値に保つ必要があるが、風速と対地速度を制御して所望の対

気速度とすれば良いことになる。例えば風速をゼロの状態で航空機を飛行させれば、対地速度の値がその

まま対気速度の値となり、またホバリングを行い対地速度をゼロの値に保てば、風速の値が対気速度の値

となる。 

 

 

                    図 3.1 対地速度と対気速度 
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3.2 ミッションプロファイル 

無人航空機の性能評価を行う場合、性能評価項目によっては、評価の前提となる飛行プランすなわち「ミッ

ションプロファイル」を定義する必要がある。ミッションプロファイルは、横軸に位置又は時間、縦軸に飛行高

度を表した 2 次元のグラフで表現されるが、本書では横軸に時間を採用した。 

物資輸送などに用いられる固定翼機のミッションプロファイルは、図 3.2 のように表される。タクシー・アウ

ト、滑走、離陸、上昇、上昇後、目的地付近まで一定の高度で巡航し、必要に応じて旋回ホールドし、降

下、着陸し、タクシー・インまでの時間と高度をグラフ化したものである。一方、物流用の回転翼機などの場

合は、滑走路を使用した離着陸を行わないので、図 3.2-1 に示すように上昇、巡航、必要に応じてホバリン

グを行い、降下、着陸するまでのグラフとなる。 

橋梁点検のため移動と停止を繰り返すインフラ点検や、特定領域を、高度を頻繁に変えながら状況調査を

行う無人航空機は燃料の消費が大きく、たとえ同一機体を使用したとしても最大飛行時間が短くなる。この

ような場合、飛行性能を表す場合、前提となるミッションプロファイルを明示する必要がある。 
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高

出発時間 到着時間 

巡航(Cruise) 

上昇
降下(Descend) 

ホールド(Hold) 

Start up 
Shut 

Taxi 

Take 

La
Taxi 

高度 

出発時間 到着時間 

巡航(Cruise) 

上昇(Climb) 
降下(Descend) 

ホバー

Take off Land 

図 3.2-1  回転翼機のミッションプロファイル 

図 3.2  固定翼機のミッションプロファイル 

Covell Avionics
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第４章 性能評価手法・基準・試験 (共通性能評価項目) 

4.1 概要 

本章では、物流応用、災害調査応用の 2 分野に共通的な性能評価項目について、性能評価基準を定め

る。性能評価項目を定め、性能評価の考え方を示し、性能ランクなど性能評価基準を定め、さらに試験方

法、試験に必要な施設、設備、機器について述べる。 

試験方法や、試験に必要な施設、設備、機器などは、一般に機体の種類や大きさ等により異なり、また無

人航空機が使われるミッション、分野に応じても異なる。本章では、分野に共通する試験方法や、試験に必

要な施設、設備、機器などを示す。 

 

(1)性能評価項目 

以下の①から⑥を、共通性能評価項目の対象とする。 

①ペイロード－飛行時間性能 

②耐風性能 

③離着陸性能 

④耐環境性能 

⑤安全性能 

⑥環境負荷性能 

ペイロードと飛行時間とは、一般にトレードオフ関係にあるので、まとめて「ペイロード－飛行時間」性能とす

る。 

④の耐環境性能については、以下にあげた大気・気象環境、周囲環境、電磁環境に関する性能評価項目

を対象とし、試験方法が既に JIS 規格などにおいて規定されている性能評価項目が中心となる。 

[大気・気象環境] 

・耐高度性 

・耐温度性(高温) 

・耐温度性(低温) 

・耐降雨性 

・耐雪性 

・耐雷性 

・耐湿度性 

・耐湿度性(結露) 

[周囲環境] 

・耐水性 

・耐かび 
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・耐塩霧 

・耐砂塵 

[電磁環境] 

・耐電波干渉 

・高電圧送電線近傍における安全離隔距離 

 

⑤安全性能については今後の議論すべき重要課題とし、議論すべき項目を示すにとどめる。⑥環境負荷

性能については、性能評価項目として騒音、空中撮影によるプライバシー侵害、廃棄などが挙げられる。プ

ライバシー侵害、廃棄については、今後の議論すべき重要課題とし、議論すべき項目を示すにとどめる。 

ここで挙げた性能評価項目の他にも、飛行軌跡の精度などの飛行性能や通信や操縦に関わる性能等の

無人航空機に共通的な性能項目があるが、これらの項目の取り扱いについては今後の検討課題とする。 

 

(2)試験方式と試験環境 

無人航空機の性能評価試験を行う場合に、試験の目的や各種の制約事項、例えば機体の大きさなどの制

約を考慮して、適切な試験方法、試験環境を選択する必要がある。試験に用いる施設、設備、機器を、合

わせて試験環境と呼ぶ(図 4.1.1)。 

 

 

                   図 4.1.1 試験方式と試験環境 

①シミュレーション 

無人航空機の数値モデル化を行い、対気速度、ペイロードの値を変化させ飛行時間をシミュレータ(コンピ

ュータのソフトウェア)で評価する。数値モデルには、必要に応じて性能に大きな影響を与える主要なモジュ

ール(例えばバッテリー)などを含める。 
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②実機使用試験 

実際の機体を用いる試験方式。機体の全体を使用する全体試験と、機体の一部を使用するモジュール試

験がある。 

②-1 全体試験 

実機使用試験機体全体を使用した試験方式。全体試験方式には、実際に飛行を行う実試験方式、無人航

空機をテスト台やロボットに取り付けた状態で飛行を模擬した試験を行う模擬飛行試験方式、そして飛行を

模擬しない静態試験方式がある。静態試験方式には、通電状態で試験を行う方式と無通電で試験を行う

二つの方式がある。 

②-1-1 実飛行試験 

無人航空機を、屋外試験場、屋内試験場などで実際に飛行させることにより行う性能評価試験方式であ

る。 

②-1-2 模擬飛行試験 

実際に飛行せずに、屋内でテスト台やロボットに無人航空機の機体を取り付けた状態で、飛行時に生じる

負荷などを模擬的に与え、無人航空機の内外に発生する信号を用いて試験を行う方式である。 

例えば機体を固定した状態で行う風洞試験や、ロボットを使用した模擬試験がこれにあたる。ロボットを使

用した試験方式の例としては、6 軸ロボットにマルチコプターを取り付け、マルチコプターに飛行指令を与え

ながら 6 軸分力計で各軸に発生するトルクを計測するような試験方式がある。 

②-1-3 静態試験方式 

無人航空機の機体全体を使用するが、機体を動かさず通電状態又は非通電状態で試験を行う試験方式で

ある。例えば、恒温槽の中で行う温度試験などが、この方式に該当する。 

②-2 モジュール試験 

無人航空機に使用されるモジュールの試験である。性能評価項目に特に影響を及ぼすモジュールを対象

とした試験であり、例えば「ペイロード－飛行時間」性能の場合は、バッテリーモジュールの寿命試験が対

象になる。 

 

4.2 ペイロード－飛行時間性能 

4.2.1 性能評価の考え方 

無人航空機においても一般的な有人航空機と同様に飛行時間とペイロードはトレードオフ関係にあり、ペイ

ロード－飛行時間性能は、横軸に飛行時間、縦軸にペイロードをとった曲線で示される。図 4.2.1 に、エンジ

ン機、図 4.2.1-1 にバッテリー機の性能グラフ例を示す。 
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＜性能の表し方＞ 

「ペイロード－飛行時間」曲線を、近似する複数ポイントの座標値を示すことにより「ペイロード－飛行時間」

性能を表す。バッテリー機の場合には、 

①ペイロードゼロの時の最大飛行時間を示し X1 

飛行時間 

ペ
イ
ロ
ー
ド 

最大ペイロードの状態 

最大搭載燃料でペイロードを減じ

ていく状態 

最大離陸重量の状態 

最大ペイロードで(燃料を

減じているポイント 

X2:最大搭載燃料で、最大離陸重量になるポ

イント(ペイロードは最大搭載ではない) 

X1:最大搭載燃料で、ペイロードは 0 のポイント 

ペ
イ
ロ
ー
ド 

飛行時間 

X1:ペイロードは 0 のポイント 

バッテリーはフル充電 

最大離陸重量のポイント 

注.ペイロードが大きくなるとエネルギ―効率が悪

図 4.2.1 エンジン機のペイロード－飛行時間グラフ 

図 4.2.1-1  バッテリー機のペイロード－飛行時間グラフ 

X3:最大ペイロードで最大離陸重量になるポイント 

(最大燃料搭載でない) 

X1(T1,0) 

X2(T1,P2) 

X3(T3,P3) 

 

X4(T4,P4) 

 

XN(0,PN) 

X1(T1,0) 

X2(T1,P

2) 

X3(T3,P3) 
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②ペイロードを増加させ、離陸可能な最大ペイロードに至るまでのポイント XN 

で曲線を定め、この曲線を近似する複数の座標値により「ペイロード－飛行時間」性能を表す。 

エンジン機の場合には、下記の 3 ポイントの座標値で、「ペイロード－飛行時間」性能を表す。 

①ぺイロードゼロかつ最大燃料での飛行時間のポイント X1 

②最大燃料で、ペイロードを増加させたときの離陸可能な最大重量のポイント X2 

③ペイロード最大かつ燃料を離陸可能なまで積載のポイント X3 

 

＜残バッテリー、残燃料＞ 

飛行時間は、バッテリー機の場合にはフル充電で離陸し、残バッテリー量がフル充電に対し一定値以下の

パーセント値に低下するまでの時間とする。またエンジン機の場合も、同様に残燃料がフル燃料に対し一

定値に以下のパーセントに低下するまでの時間とする。 

 

＜対気速度と消費電力＞ 

図 4.2.1-2 に、バッテリーを使用した無人航空機における対気速度と消費電力の関係を示す。このように、

ある対気速度で消費電力が最小になり、このときの対気速度で飛行を続けた場合に飛行時間が最大にな

る。このように同じ重量のペイロードを積んでいても、対気速度によって飛行可能時間が変わるので、「ペイ

ロード－飛行時間」性能を示す場合には、前提となる対気速度を明示する必要がある。 

 

 

              図 4.2.1-2 対気速度と消費電力 

 

 

 

 

                  

消費電力

対気速度
最大飛行時
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4.2.2 性能評価基準 

 

5.3.2(2)を参照 

 

4.2.3 試験方法 

(1)バッテリー機 

バッテリーを使用する無人航空機については、5.3.2(3)を参照 

 

(2)エンジン機 

計測データについては、図 4.2.1-1 を参照し、 

・ぺイロードゼロかつ最大燃料での飛行時間のポイント X1 

・最大燃料で、ペイロードを増加させたときの離陸可能な最大重量のポイント X2 

・ペイロード最大かつ燃料を離陸可能なまで積載のポイント X3 

各計測ポイントでの、飛行時間及び無人航空機の総重量(=機体重量＋燃料重量＋ペイロード重量)を計

測、記録する。 

 

 

4.2.4 施設・設備・機器 

具体的な、試験用施設、設備、機器については、分野別個別性能基準によるが、ここでは一般的に考慮す

べき事項について示す。 

 

4.2.4.1 施設 

(1)屋外試験施設 

固定翼機及び回転翼機の実飛行試験に使用する。固定翼機の場合は滑走路、大型ヘリの場合にはヘリ

ポートの設置が必要である。 
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＜屋外試験施設の例＞ 

 

 

                      図 4.2.4.1 屋外施設の例(福島ロボットテストフィールド) 

 

(2)屋内試験施設 

回転翼機の実飛行試験及びモジュール試験に用いる。 

 

4.2.4.2 設備 

(1)風洞設備又は送風設備 

・実飛行試験を屋内で行う場合には、試験対気速度範囲をカバーする風の発生が可能な風洞設備、又は

送風設備を用いる。 

(2)ダミーペイロード 

・ペイロード重量に相当する錘 

 

4.2.4.3 機器 

(1)位置計測装置 

・実飛行試験において飛行状況の確認及び、ミッションプロファイルに準じた飛行であることを確認のため

に使用する。例えば、トータルステーションなどの位置計測装置。 
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＜トータルステーションの仕様例＞ 

・ターゲット(この場合無人航空機)に取り付けた反射プリズムを追尾し、ターゲットの 3 次元位置を測定 

(サンプリング周波数：20Hz) 

・水平・鉛直 1 秒の測角精度で測距（0.2m～500m 範囲) 

 

写真 4.2.4.3-1 トータルステーションの概観 

 

(2) 動画記録用機器(モーションカメラ) 

・実飛行試験において無人航空機の飛行時の挙動の記録を行う。またミッションプロファイル通りの飛行で

あることを確認のために動画記録用機器を使用する。必要に応じて高速動作解析用モーションカメラを併

用する。 

＜参考＞高速動作解析用モーションカメラの仕様例 

・100 万画素～400 万画素を 360fps～180fps で高速にキャプチャ 

 

写真 4.2.4.3-2 高速動作解析用モーションカメラの概観 
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4.3 耐風性能 

4.3.1 性能評価の考え方 

耐風性基準については、無人航空機の各利用分野に共通な共通耐風基準と、分野に依存する個別耐風

基準がある(図 4.3.1-1 参照)。共通耐風基準は、無人航空機が使われる分野に依存しない耐風基準であ

り、風のモデルには定常風モデル、突風モデル、地上の風傾斜のモデルなどがある。一方個別耐風基準

は、無人航空機が使われる分野に依存した耐風基準であり、風の種類モデルには建築物による風のモデ

ル、火災気流モデルがある。本章では、共通耐風基準として、定常風及び突風(GUST)に対しての耐風性を

規定する。 

定常風に対する耐風性を測る物差し(メジャー)としては無人航空機に横風の風速を採用し、気象庁の風力

モデルを基に性能ランクを設定する。また孤立突風に対する耐風性を測るメジャーとしては、孤立突風モデ

ルを基に、Vm(最大風速)、dm(最大風速に至「までの「風の長さ」)の値でランクを設定する。 

定常風に関しては、横風の他に上下風に対する耐風性能や、また突風に関する耐風特性に関しては、繰り

返し突風モデルに対する耐風性が重要であるが、これらについては、今後の検討課題とする。 

 

                                               風のモデル 

 

 

 

                     図 4.3.1-1 耐風性基準 

 

＜定常風モデル＞ 

一定風速、一定風向の横風を、定常風モデルとして使用する。 

 

耐風性基準 

共通耐風基準 

個別耐風基準 

定常風 

突風 

地上の風傾斜 

建築物による風 

火災気流 
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＜孤立突風モデル＞ 

下記の資料(金沢大学 理工研究域 機械工学系 航空宇宙システム研究室)を抜粋変更。 

http://aero.w3.kanazawa-u.ac.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=DISTB 

 

X、Y、Z 軸方向の風の速度成分を、それぞれ Vx、Vy、Vz とする。孤立突風モデルは、無風状態から一定

風速に cos 状のカーブで変化する突風のモデルであり、X、Y、Z 各軸に対し一定風速 Wx,Wy,Wz と、一定

風速に達するまでの風の長さ dx, dy, dz で規定され、下記のように表される。 

 

x<0、 y<0、 z<0 のとき、 

                𝑉𝑥 = 0、 𝑉𝑦 = 0、𝑉𝑧 = 0   

     dx ≧ x ≧ 0  、dy ≧ y ≧ 0  dz ≧ z ≧ 0 のとき、 

                  𝑉𝑥 =
𝑊𝑥

2
{1 − 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑥

𝑑𝑥
}    、    𝑉𝑦 =

𝑊𝑦

2
{1 − 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑦

𝑑𝑦
}    、    𝑉𝑧 =

𝑊𝑧

2
{1 − 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑧

𝑑𝑧
}  

     x ≧ dx 、 y ≧ dy  、z ≧ dz のとき、 

     𝑉𝑥 = 𝑊𝑥、 𝑉𝑦 = 𝑊𝑦、 𝑉𝑧 = 𝑊𝑧  

 

図 4.3.1-2 に孤立突風モデルの例を示す。横軸に距離、縦軸に風速を表している。 

 

 

図 4.3.1-2 孤立突風モデル 

 

4.3.2 性能評価基準 

 (1) 耐風性(定常風)に関する性能ランク 

表 4.3.2-1 に、耐風性(定常風)に関する性能ランクの基準(閾値)と、その閾値の考え方を示す。多様な無人

航空機の性能を網羅する設定とするため、気象庁の風速階級に相当する風速を参照し閾値を設定した。 

                   

http://aero.w3.kanazawa-u.ac.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=DISTB
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表 4.3.2-1 耐風性能(定常風)ランク 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 5.5m/s 未満での飛行のみ許容す

る 

下記未満のランクとして設定。 

 

ランク 1 5.5m/s での飛行を許容する 気象庁の風速階級 0～3 に相当する風速を想定して設定した。 

 

ランク 2 10.8m/s での飛行を許容する 気象庁の風速階級 4～5 に相当する風速を想定して設定した。 

 

ランク 3 13.9m/s での飛行を許容する 気象庁の風速階級 6 に相当する風速を想定して設定した。 

 

ランク 4 17.2m/s での飛行を許容する 気象庁の風速階級 7 に相当する風速を想定して設定した。 

また、海上風警報が発令されるランクの風速でもある。 

ランク 5 20.8m/s での飛行を許容する 

 

風速階級 8 に相当する風速を想定して設定した。 

また、海上強風警報が発令されるランクの風速でもある。 

ランク 6 24.5m/s での飛行を許容する 気象庁の風速階級 9 に相当する風速を想定して設定した。 

また、海上強風警報が発令されるランクの風速でもある。 

ランク 7 24.5m/s 超での飛行を許容する 気象庁の風速階級 10 以上に相当する風速を想定して設定し

た。また、海上暴風警報が発令されるランクの風速でもある。 
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(2)耐風性(突風)に関するランク 

表 4.3.2-2 に、耐風性(突風)に関する性能ランクの基準(閾値)と、その閾値の考え方を示す。突風に対する

耐風性能については、一軸方向(ここでは X 軸)の孤立突風に対して、孤立突風のモデルに使う Wx(X 軸方

向の突風の強さ)の値を用いて性能のランク分けの閾値とする。但し dx の値は 5m とする*。 

 (*試験室の大きさ、送風の容易性から dx を 5m とした) 

 

表 4.3.2-2 耐風性能(突風)ランク 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0  ＜ 3m/s、dx=5m 

(3m/s 以上の突風を許容しない) 

孤立突風に対する耐風性能を保証しない。 

 

ランク 1 Ｗx ≦ 5m/s、dx=5m 

(5m/s までの突風を許容する) 

1 秒程で風速 5m/s(18km/Hr)に風速変化する比較的小さな

突風までなら耐えられる。 

ランク 2 Ｗx ≦ 10m/s、dx=5m 

(10m/s までの突風を許容する) 

1 秒程で風速 10m/s(36km/Hr)に風速変化する比較的大きな

突風まで耐えられる。 

ランク 3 Ｗx ＞ 10m/s、dx=5m 

(10m/s 以上の突風を許容する) 

上記を超えるランクとして設定。 

 

 

4.3.3 試験方法 

(1)試験方式と試験環境 

試験方式は、シミュレーション(図 4.1.1 の①)と実飛行試験(図 4.1.1 の②-1-1)であり、後者は実機を使用し

た試験を、屋外試験場又は屋外試験場で行う。実飛行試験では、機体を飛行させた状態で、定常風又は

突風が負荷された場合の飛行の安定性などを確認し飛行を許容可能かどうか判別する。試験に用いる風

の発生源としては、自然風と人工風に大別されるが、屋内試験又はトンネル内試験では、風洞設備又は送

風設備の人工風を使用し、屋外試験では、自然風又は送風機を使用した耐風試験を行う。 

 

(2)飛行モード(試験風に対する飛行方向) 

耐風試験(定常風及び突風)時の飛行については、下記の①から④の飛行モードが考えられるが、原則①

②の飛行モードでの試験を行う。但し、必要に応じて③④のモードの試験を行う。 

 

①正対(迎え風/追い風)での飛行 

②横断(横風)飛行・横風を受けながらの飛行 

③上昇/下降飛行 

④水平旋回 
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                        図 4.3.3-1 飛行モード 

 

(3)耐風性能(定常風)試験 

耐風性能(定常風)試験方式には、①シミュレーション試験と②-1-1 実飛行試験がある。 

屋内での実飛行試験の場合には、 

・風洞(含む簡易風洞)又は送風機により一定風速の横風をあてながら一定時間の飛行試験を行い飛行安

定性などからその横風を許容できるか判定する。 

・飛行試験時間は、例えば 5 分など分野別個別評価基準や製品規格などにて定める。 

 

屋外試験の場合には、風速、風向など気象観測を行いながら一定時間の飛行試験を行い性能ランクの判

定を行う。 

・飛行試験時間は、例えば 5 分など分野別個別評価基準や製品規格などにて定める。 

 

(4)耐風性能(孤立突風)試験 

耐風性能(孤立突風)試験方式には、①シミュレーション試験と②-1-1 実飛行試験がある。 

屋内での実飛行試験の場合には、送風機を使用した人工風を使用して試験を行う。 

孤立突風を模擬した人工風の発生方式には、シャッター開閉方式と定常風を用いた方式がある。 

① シャッター開閉による孤立突風の発生 

送風機により定常風を発生させ、風路にシャッターを設置し、シャッターを開くことにより孤立突風モデルを

模擬した風を発生させる方式である。(図 4.3.3-2 参照) 

 



 

37 

 

 

図 4.3.3-2 シャッター開閉による孤立突風の模擬方式 

 

②定常風を用いた方式 

定常風を用い無人航空機を横切らせることにより孤立突風発生を模擬する方式であり、単純な定常風と孤

立突風のモデル形状を模擬した二つの方式がある。 

a.単純横風横断方式 

一定エリアに定常風を吹かせ、無風状態のエリアから定常風エリアまで無人航空機を横切らせ横

風の突風を受けた状態を模擬する方式である。 

b.孤立突風模擬横風横断方式 

複数の送風機を用いて、それぞれの送風機から送り出される風量をインバータ装置などで制御し、

孤立突風のパターンを模擬した試験風を吹かせ、そこを無人航空機が横切る方式である。(図

4.3.3-3 参照)

 

図 4.3.3-3 孤立突風模擬横風横断方式 

 

4.3.4 施設・設備・機器 

4.3.4.1 施設 

(1)屋外施設 
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・突風発生装置の設置 

(2)屋内施設 

・突風発生可能な風洞の設置 

・突風発生装置の設置 

4.3.4.2 設備 

(1)風洞装置    

下図に、装置例を示す。 

図 4.3.4 風洞装置の例 

 

(2)突風発生装置 

・前述 

4.3.4.3 機器 

(1) 動画記録用機器(モーションカメラ) 

無人航空機の飛行時の挙動の記録のために動画記録用機器を使用する。また必要に応じて高速動作解

析用モーションカメラを使用する。 

.＜高速動作解析用モーションカメラの仕様＞ 

・100 万画素～400 万画素を 360fps～180fps で高速にキャプチャ 
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4.4 離着陸性能 

4.4.1 性能評価の考え方 

離着陸時、アプローチ開始位置から着陸位置までの円筒形のゾーン(図 4.4.1)を設定し、このゾーンを逸脱

することなく着陸できる円筒の半径、高さ(=アプローチ高度)により性能を表す。 

 

 

            図 4.4.1 着陸ゾーンの設定 

  

𝐻𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ 

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ 

to/from 巡航 
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4.4.2 性能評価基準 

円筒高さ Happroach  を 10m とし、円筒形の半径によりランクを設定する。固定翼機の場合は、円筒高さ

Happroach  を 0m とする。尚、着陸時に無風であることを前提とする。表 4.4.2-1 に離着陸性能のランク設定

を示す。 

                  表 4.4.2-1 離着陸性能のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 Rapproach  ＞ 79.8m 下記未満のランクとして設定 

 

ランク 1 Rapproach   79.8m 

内への着陸を許容する。 

半径 500m 程度に居住する人々が利用する公園（近隣

公園）の面積を想定して設定した。(面積：20,000 ㎡) 

ランク 2 Rapproach   28.2m 

内への着陸を許容する。 

半径 250m 程度に居住する人々が利用する公園（街区

公園）の面積を想定して設定した。(面積：2,500 ㎡) 

ランク 3 Rapproach   11.2m 

内への着陸を許容する。 

ヘリポートの面積を想定して設定した。 

(面積：400 ㎡) 

ランク 4 Rapproach   5.64m 

内への着陸を許容する。 

住宅地の空き地の面積を想定して設定した。 

(面積：100 ㎡) 

ランク 5 Rapproach   1.99m 

内への着陸を許容する。 

普通車 1 台分の駐車場の面積を想定して設定した。

（面積：12.5 ㎡） 

ランク 6 Rapproach   0.94m 

内への着陸を許容する。 

軽トラックの荷台より小さい面積を想定して設定した。

(面積：2.8 ㎡) 

 

4.4.3 試験方法 

(1)試験方式 

試験方式は、実飛行試験(図 4.1.1 内の②-1-1)であり、実機を使用した試験を屋外試験場で行う。 

(2)円筒エリアの設定 

離着陸試験を行うグランドに上(高さ 0m)に、円筒の底面の中心位置を示す中心マークを設定する。円筒エ

リアは、この中心マークに対する円筒半径、円筒高さにより設定される。 

(3)計測方法 

機体位置の計測方法には、次の二つの方法がある。 

①機体に搭載の GPS 装置による方式 

②3 点測量方式(図 4.4.3 参照) 



 

41 

 

3 台又はそれ以上の位置計測機器(トータルステーション等)を使用する。無人航空機の内に設けた一

点を計測対象点として、各位置計測器からの距離を連続的に測定・記録する。計算処理から航空機

の位置(座標値)を順次計算し、半径方向の最大値を求めランクの判定を行う。 

 

 

 

               図 4.4.3 3 点測量による航空機の位置計測 

 

4.4.4 施設・設備・機器 

4.4.4.1 施設 

(1)屋内施設 

・対象としない。 

(2)屋外施設 

・屋外試験飛行場 

4.4.4.2 設備 

4.4.4.3 機器 

(1)位置計測装置 

無人航空機と計測器の距離を連続的又は一定周期以上のサンプリング値として計測、記録できる機器。例

えばトータルステーション。 

＜トータルステーションの仕様例＞ 

・ターゲット(この場合無人航空機)に取り付けた反射プリズムを追尾し、ターゲットの 3 次元位置を測定 

(サンプリング周波数：20Hz) 
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・水平・鉛直 1 秒の測角精度で測距（0.2m～500m 範囲) 

 

(2) 動画記録用機器(モーションカメラ) 

無人航空機の飛行時の挙動の記録のために動画記録用機器を使用する。また必要に応じて高速動作解

析用モーションカメラを使用する。 

. ＜高速動作解析用モーションカメラの仕様＞ 

・100 万画素～400 万画素を 360fps～180fps で高速にキャプチャ 
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4.5 耐環境性能  

本章では、耐風性以外の大気・気象環境、周囲環境及び電磁的環境に対する耐環境性能に関し、性能評

価の考え方を示し、性能ランク、試験方法などを定める。 

 

4.5.1 大気・気象環境 

無人航空機が任務を行うに当たって、遭遇し得る気温、降雨などの外囲条件についての評価項目を設定し

た。耐高度性、耐温度性、耐降雨性、耐雪性、耐湿度性、耐結露性、耐氷性を取り上げる。 

 

4.5.1.1 耐高度性 

(1)性能評価の考え方 

飛行高度に対する耐性の評価を目的とし、無人航空機の飛行可能高度を評価する。国内最高峰である富

士山における災害にも対応できる高度である 3800m を最高ランクとし、日本の国土面積に占める割合を参

考にしつつ、ランクを設定した。ここで規定する高度は、海抜で表された絶対高度である。 

 

(2)性能評価基準 

 

6.4.2（2）を参照 

 

(3)試験方法 

 

6.4.2(3)を参照 

 

(4)施設・設備・機器 

 

6.4.2(4)を参照 

 

4.5.1.2 耐温度性（高温側） 

(1)性能評価の考え方 

高温環境に対する耐性の評価を目的とし、災害対応に際し想定される高温に応じた評価を行う。 

 

(2)試験方法 

JIS C 60068-2-2 第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：B）に準じた試験方法とする。 
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(3)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-2 第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：B）を実施可能な施設・設備・機器とす

る。 

 

4.5.1.3 耐温度性（低温側） 

(1)性能評価の考え方  

低温環境に対する耐性の評価を目的とし、災害対応に際し想定される低温に応じた評価を行う。 

 

(2)試験方法 

JIS C 60068-2-1 第 2-1 部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)に準じた試験方法とする。 

 

(3)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-1 第 2-1 部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)を実施可能な施設・設備・機器とする。 

 

4.5.1.4 耐降雨性 

(1)性能評価の考え方 

降雨に対する耐性の評価を目的とし、災害対応に際し想定される降水量に応じた評価を行う。最低ランクと

して降雨を許容しない無人航空機を想定し、最高ランクとして国内で発生し得る最大の降雨条件を網羅し

た設定とするため、国内の歴代最高 1 時間降水量である 153mm/h を参考に設定した。なお、JIS C 

0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）は、浸水や水面下での使用への耐性も含むた

め、本評価項目では採用しなかった。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 降雨を許容しない 

  

降雨に対する耐性を有しない無人航空機 

ランク 1 10mm/h 未満の降雨を許容する 

 

ランク 2 を満たさないが降雨を許容する無人航空機を想

定して設定した。  

ランク 2 10mm/h の降雨を許容する 

 

平常時に発生し得る降雨に耐えられるランクとして、気象

庁 予報用語 やや強い雨の下限値を参考に設定した。 

ランク 3 20mm/h の降雨を許容する 

 

大雨注意報(大雨による災害が発生するおそれがあると

予想された時に発表される注意報)発令の下限値である

20mm/h を許容するランクとして設定した。 
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ランク 4 30mm/h の降雨を許容する  気象庁 予報用語 強い雨に相当する降雨に耐えられる

ランクとして設定した。 

ランク 5 50mm/h の降雨を許容する 

 

気象庁 予報用語 激しい雨に相当する降雨に耐えられ

るランクとして設定した。  

ランク 6 ランク 6: 80mm/h の降雨を許容する 

 

気象庁 予報用語 非常に激しい雨に相当する降雨に耐

えられるランクとして設定した。 

ランク 7 160mm/h の降雨を許容する 

 

国内の歴代最高 1 時間降水量は 153mm/h であり、

153m/h 以上の設定とすることで、全ての降雨を網羅でき

ると考えた。153mm/h 以上の数値で区切りのよい数値と

して 160mm/h を設定した。 

ランク 8 160mm/h 超の降雨を許容する ランク 7 を超えるランクとして設定した。 

  

(3)試験方法 

JIS C 60068-2-18 第 2-18 部:耐水性試験及び指針 Ra:滴下水法 方法 Ra1:人工降雨法に準じた試験方

法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-18 第 2-18 部:耐水性試験及び指針 Ra:滴下水法 方法 Ra1:人工降雨法を実施可能な施

設・設備・機器とする。 

なお、降雨試験装置の一例を以下に示す。 

メーカー 詳細 

外観 仕様 

大起理科工業 

 

・降雨量：180mm/h 

 

4.5.1.5 耐雪性 

(1)性能評価の考え方 

降雪及び積雪条件下での運用可否を評価する項目である。降雪による無人航空機への影響は、無人航空

機と地上設備である管制装置間の電波への影響、着雪による飛行特性への影響、機器の故障等多岐に

渡り、その影響は個別の無人航空機により異なり、定量的な評価基準を一律に定め評価することは難しく、

運用可否に応じたランク分けとした。 
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また、積雪による無人航空機への影響についても、滑走路からの逸脱や積雪面への埋没等多岐に渡り、

その影響は個別の無人航空機により異なり、定量的な評価基準を一律に定め評価することは難しく、運用

可否に応じたランク分けとした。 

(2)性能評価基準 

① 降雪 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 降雪条件下での運用を許容しない

  

降雪を許容しないランクとして設定した 

ランク 1 降雪条件下での運用を許容する 気象庁予報用語 やや強い雪までに相当する降雪に耐

えられるランクとして設定した。 

② 積雪 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 積雪地での運用を許容しない 耐雪性なし 

ランク 1 積雪地での運用を許容する 耐雪性あり 

 

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の降雪及び積雪対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであ

る。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器にしては、各無人航空機の降雪及び積雪対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであ

る。 

  

4.5.1.6 耐湿度性 

(1)性能評価の考え方 

高湿度環境に対する耐性の評価を目的とし、災害対応に際し想定される相対湿度に応じた評価を行う。 

(2)試験方法 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法-電気・電子-第 2-78 部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)に準じ

た試験方法とする。 

(3)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法-電気・電子-第 2-78 部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)を実施

可能な施設・設備・機器とする。 
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4.5.1.7 耐結露性 

(1)性能評価の考え方 

結露に対する耐性の評価を目的とし、結露の許容可否に応じた評価を行う。高湿度に対する耐性と結露に

対する耐性は、異なる事象に対する耐性であるため、結露に対する耐性を評価する項目として耐結露性を

設定した。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 結露を許容しない 耐結露性なし 

ランク 1 結露を許容する 耐結露性あり 

 

(3)試験方法 

JIS C 60068-2-30 温湿度サイクル(12+12 時間サイクル)試験方法、又は 

JIS C 60068-2-38 温湿度組合せ(サイクル)試験方法に準じた試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-30 温湿度サイクル(12+12 時間サイクル)試験方法及び 

JIS C 60068-2-38 温湿度組合せ(サイクル)試験方法を実施可能な施設・設備・機器とする。 

 

4.5.1.8 耐氷性 

(1)性能評価の考え方 

着氷条件下で飛行することを想定し、耐氷性の評価を目的とした項目である。ランクの設定内容に関して

は、着氷の許容可否に応じたランク分けとした。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 着氷を許容しない 耐氷性なし 

ランク 1 着氷を許容する 耐氷性あり 

 

(3)試験方法 

JIS W 0812 航空機搭載機器−環境条件及び試験手順 24.0 着氷に相当する試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS W 0812 航空機搭載機器−環境条件及び試験手順 24.0 着氷に相当する試験を実施可能な施設・設

備・機器とする。 
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4.5.1.9 耐雷性 

(1)性能評価の考え方 

被雷にに対する耐性の評価を目的とし、無人航空機のどの部位が被雷対策を有しているかに応じ、性能ラ

ンクを設定した。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 被雷する可能性がある環境下での

運用を許容しない 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。 

ランク 1 飛行の継続に必須な構成品にのみ

被雷対策を施している 

被雷した場合、任務の継続は不可能だが、直ちに墜落に

は至らない無人航空機を想定して設定した。 

ランク 2 機体全体に被雷対策を施している 被雷しても任務の継続が可能な無人航空機を想定して

設定した。 

 

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の被雷対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであるため、

標準化しない。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器に関しては、各無人航空機の被雷対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであるた

め、標準化しない。 

 

4.5.1.10 耐静電気性 

飛行環境に応じて、特に FRP を使用した機体などで、飛行中に静電気を帯び障害が発生する場合があ

る。今後の議論のテーマとする。 

 

4.5.2 周囲環境 

無人航空機が任務を行うに当たって、かびの発生・塩水雰囲気もしくは砂じん(塵)を伴った環境等に遭遇す

ることが想定される場合において、耐環境性能を評価する項目として設定した。 

性能評価基準(1)の周囲環境については、耐かび、耐塩霧、耐砂じん(塵)を取り上げる。 
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4.5.2.1 耐かび 

(1)性能評価の考え方 

かび抵抗性試験に準ずる評価を行う。災害対応に際しての高温・高湿度環境下での放置によるかびの発

生を想定し、かびに対する耐性の評価項目として設定した。ランクの設定内容に関しては、JIS Z 2911 に示

すかび抵抗性の有無でランク分けした。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 JIS Z 2911 の試験条件を満たさない。 耐かび性なし 

ランク 1 JIS Z 2911 の試験条件を満たす。 耐かび性あり 

   

(3)試験方法 

JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法に準じた試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法を実施可能な施設・設備・機器とする。 

 

4.5.2.2 耐塩霧 

(1)性能評価の考え方 

塩水噴霧試験に準ずる評価を行う。災害対応に際しての塩害等による腐食が促進されやすい環境に対す

る耐性の評価項目として設定した。ランクの設定内容に関しては、JIS C 60068-2-11 に示す塩水噴霧に対

する耐劣化性の有無でランク分けした。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 JIS C 60068-2-11 塩水噴霧試験方法

の試験条件を満たさない 

耐塩霧性なし 

ランク 1 JIS C 60068-2-11 塩水噴霧試験方法

の試験条件を満たす 

耐塩霧性あり 

(3)試験方法 

JIS C 60068-2-11 塩水噴霧試験方法に準じた試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-11 塩水噴霧試験方法を実施可能な施設・設備・機器とする。 
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4.5.2.3 耐砂じん(塵)  

(1)性能評価の考え方 

砂じん(塵)試験に準ずる評価を行う。砂じん(塵)に対する耐性の評価項目として設定した。ランクの設定内

容に関しては、JIS C 60068-2-68 に示す耐砂じん(塵)に対する耐性の有無でランク分けした。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 JIS C 60068-2-68 砂じん(塵)試験方

法の試験条件を満たさない 

耐砂塵性なし 

ランク 1 JIS C 60068-2-68 砂じん(塵)試験方

法の試験条件を満たす 

耐砂塵性あり 

(3)試験方法 

JIS C 60068-2-68 砂じん(塵)試験方法に準じた試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

JIS C 60068-2-68 砂じん(塵)試験方法を実施可能な施設・設備・機器とする。 

 

4.5.2.4 耐水性 

(1)性能評価の考え方 

性能評価基準及び性能試験方法は、JIS C 0920 規格に準じる。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 無保護 下記未満のランクとして設定  

ランク 1 雨滴の鉛直落下を許容する IPX1 相当 

ランク 2 雨滴の落下 （15 度偏向）を許容する IPX2 相当 

ランク 3 散水 （Spraying）を許容する IPX3 相当 

ランク 4 飛まつ （Splashing）を許容する IPX4 相当 

ランク 5 噴流をを許容する IPX5 相当 

ランク 6 暴噴流を許容する IPX6 相当 

ランク 7 一時的潜水を許容する IPX7 相当 

ランク 8 上記を超えるランク 継続的潜水など、上記を超えるランクとして設定 

 

(3)試験方法 

試験方式及び試験環境については、屋内での静態試験(図 4.1.1 の②-1-3)、モジュール試験(図 4.1.1 の②

-2)がある。 



 

51 

 

試験方法は、JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード) に相当する試験方法に準じ

る。 

(4)施設・設備・機器 

・滴水試験装置 

・散水ノズル 
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4.5.3 電磁的環境 

無人航空機が任務を行うに当たって考慮すべき電磁波干渉に関し、加害（周囲に与える影響度）及び、被

害（周囲から与えられる影響）への耐性についての評価項目を設定した。 

性能評価基準(1)の電磁的環境については、耐電磁波干渉(加害)及び耐電磁波干渉(被害)を取り上げる。 

 

4.5.3.1 耐電磁波干渉 

(1)性能評価の考え方 

RTCA DO-160 に準ずる評価を行う。 

(2)試験方法 

RTCA DO-160 Section 20.0 の試験方法に準じた試験方法とする。 

 

(3)施設・設備・機器 

RTCA DO-160 Section 20.0 の試験方法を実施可能な施設・設備・機器とする。 

 

4.5.3.2 高電圧送電線近傍における安全離隔距離 

(1)性能評価の考え方 

本性能評価では高電圧送電線、変電所の近傍において無人航空機を安全に運用するために必要な評価

を行う。これらの設備は交流電流により強電界と強磁界が同時に発生しているが、電界と磁界によって無

人航空機に搭載される機器への影響が異なるため、それぞれを区別して評価する必要がある。ここではこ

れらの影響に対する耐性を安全かつ定量的に評価する試験方法と評価基準を示す。 

 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 ＞30m ランク 1 を満たさない無人航空機 

ランク 1 30m 遠望目視レベルの点検を実施する距離 

ランク 2 11m 移動式クレーンの離隔距離を想定し設定（電力会社が求

める 500,000V 送電線における離隔距離） 

ランク 3 3m スクリーニング点検等のために撮影を実施する距離 

ランク 4 1m 詳細な点検を可能とする距離 

 

(3)試験方法 

高電圧設備は電界と磁界を同時に発生するため、試験にあたってはそれぞれによる影響を区別して安全

離隔距離を測定する。最終的な評価基準ではそれらのうち値が大きいものを対象の無人航空機の高電圧
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送電線近傍での運用に必要な安全離隔距離とする。なお、無人航空機を固定して測定したデータと飛行さ

せた状態で測定したデータの差異はないことから、本試験では無人航空機を固定して実施するものとす

る。 

 

①電界に対する安全離隔距離 

試験条件 

・電界試験における印加電圧は日本国内の送電線における最高線間電圧である 500,000V(対地電圧

317,000V)とする 

・無人航空機の状態をテレメトリ等で無線で遠隔より確認できる状態とする(地絡を防止するため有線での

接続は不可) 

 

試験装置構成 

・下図に、電界試験装置構成を示す。 

 

図 4.5.3.2(3)①．電界試験装置構成 

 

試験手順 

1. 試験対象となる無人航空機を耐電圧架台に固定する。 

2. 評価基準となる水平距離に架台を設置し、無人航空機を起動状態にする。なお試験装置との水平距離

は無人航空機の機体中心を基準とする。（なお電界は水平距離に対し、大きく減衰することから 30m 地点

での試験を実施せず、11m 地点から試験を開始することを推奨する） 

3. 無人航空機のテレメトリデータを監視し、通常時のデータを記録する。ここでは 1 分間のデータの平均値

を正常値とする。 

4. 電界試験装置に 500,000V を印加する。 
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5. 無人航空機のテレメトリデータを監視し、通常時と比較し異常値(正常値から 20％以上異なる値)がない

か確認する。 

6. 異常がなければ電界試験装置への通電を停止し、架台を次の水平距離まで移動する。 

7. 上記の 4～6 の工程を繰り返し、異常が認められる水平距離を測定する。 

 

②磁界に対する安全離隔距離 

試験条件 

・磁界は送電線に流れる電流値によって決定されるが、電流は電力需要に伴い刻々と変化するため、ここ

では 500,000V の送電線にに 3,000A が流れる場合を想定し、その際に発生する磁界を基準として評価を

行う。 

 

試験装置構成 

下図に、磁界試験装置構成を示す。 

 

図 4.5.3.2(3)② 磁界試験装置構成 

 

 

・評価基準における離隔距離に対応する 500,000V 送電線(3,000A)の発生磁界は以下の通りである。 
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離隔距離 磁界 

30m 18 μT 

11m 49 μT 

3m 180 μT 

1m 540 μT 

 

試験手順 

1. 試験対象となる無人航空機を非磁性架台に固定する。 

2. 無人航空機のテレメトリデータを監視し、通常時のデータを記録する。ここでは 1 分間のデータの平均値

を正常値とする。 

3. 磁界試験装置に試験する離隔距離に相当する磁界を発生させる電流を印加する。 

4. 無人航空機のテレメトリデータを監視し、通常時と比較し異常値(正常値から 20％以上異なる値)がない

か確認する。 

5. 異常がなければ磁界試験装置への印加する電流を次に試験する電流に変更する。 

6. 上記の 3～5 の工程を繰り返し、異常が認められる印加電流を測定し、その際に相当する離隔距離を求

める。 

 

(4)施設・設備・機器 

本試験は電力中央研究所にある電界試験装置及び磁界試験装置で実施する必要がある。 

・耐電圧架台 

・非磁性架台 

 

4.6 安全性能 

安全性能に関する共通的な性能評価項目に対する性能評価基準の策定は、今後の課題とする。次のよう

な安全性能に関する検討項目がある。 

・異常発生時対応 

・ジオフェンス機能 

・動帰還機能 

・フェールセーフ機能 

・衝突回避機能 

・事故対応、信頼性 
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4.6.1 落下時の安全性評価 

(1)性能評価の考え方 

無人航空機の運用時の大きなリスクとして、不具合が発生した際の機体落下が挙げられる。落下すること

で物的もしくは人的損害をもたらす可能性があることから、この危険性をあらかじめ定量的に評価すること

が必要である。また無人航空機には落下時の安全性能向上のためにパラシュート等の速度減速装置が搭

載されることが考えられるが、これらの装置の評価もこの試験で行うことができる。落下時の危険性の評価

に際し、ここでは多くの国での無人航空機の安全に関する規制の根拠となっている運動エネルギーを基に

した評価基準を採用した。 

 

(2)性能評価基準 

 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 80 J 以上 ランク 1 を満たさない無人航空機、又は明示され

ていない無人航空機が該当 

ランク 1 80 J 未満 致命的な障害を与える運動エネルギーのしきい値

とされる値より設定 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能な無人航空機を対象とした試験方法である。 

・試験実施時の上空 10m の風速が 1m/s 以下であることを測定器を用いて確認する。 

・物流に用いる無人航空機を試験する際は、運用で想定されるペイロードの重量をダミーペイロードとして

搭載した状態で試験を実施する。 

・落下時の安全性確保のため、最低でも 200m 四方の無人地帯を設定する。 

 

試験手順 

1. 無人航空機を 100m の高度まで上昇させる。この際、測定器で無人航空機が対地高度 100m から±5m

以内に収まっていることを確認する。 

2. 規定の高度に到達したら無人航空機の推進装置（プロペラ）を停止し、落下を模擬する。 

3. 衝突速度低減装置（パラシュート等）がある場合は落下を開始してから起動する。 

4. 無人航空機が着地する際の終端速度を計測する。終端速度は外部からの測定器による測定、カメラ画

像、もしく無人航空機に搭載されている慣性センサ取得データから計算する。 

5. 終端速度から落下時の運動エネルギーを次式で計算する。 

 
𝐸 =

1

2
 𝑀 𝑉2 
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M: 無人航空機の飛行重量 

V: 計測された終端速度 

 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・200m 四方のエリアを確保可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・上空 10m での風速を計測可能な測定器 

・リファレンス（基準点等） 

・無人航空機の位置を計測可能な測定器 

・無人航空機の速度を計測可能な測定器もしくはカメラ 

 

4.7 環境負荷性能 

環境負荷性能については、騒音、プライバシー侵害、廃棄などに関する性能評価項目がある。 

4.7.1 騒音 

(1)性能評価の考え方 

無人航空機が全国で運用されることを想定した場合、運用者が考慮すべき配慮の一つとして飛行経路周

辺の各区域に伝わる騒音がある。騒音防止に係わる規定は、騒音規制法を始めとして各都道府県や各市

町村が施行している条例に基づいて定められている。これらは、工場や建設現場、自動車等が発する騒音

が各区域に伝わる際、その騒音がどの程度の音圧以下である必要があることを規定したもので、区域によ

 

滑走路 

200

m 

500

m 
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って法が異なるため騒音基準も異なる。従って、無人航空機を運用する区域は全国を対象とすることから、

無人航空機から一定の地点での騒音を測定してその無人航空機の騒音基準とし、各区域において定めら

れる基準に合致するまでの距離を把握して運用することを目的とする。なお、無人航空機の運用は旅客機

と比較して各区域からの距離が近いため、航空機騒音に係わる基準を採用しない。 

 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 ＞100 dBA (参考)電車が通る時のガード下 

ランク 1 90 dBA (参考)騒々しい工場内 

ランク 2 80 dBA (参考)窓を開けた地下鉄の車内 

ランク 3 70 dBA 幹線交通を担う道路に近接する空間における昼間の基準値 

(福島県環境条例) 

ランク 4 60 dBA 福島 RTF(第三種地域)における昼間の基準値 

(福島県環境条例) 

ランク 5 50 dBA 環境基本法における AA 地域・昼間の基準値 

ランク 6 40 dBA 環境基本法における AA 地域・夜間の基準値 

(法令で定められている最も厳しい値) 

 

(3)試験方法 

1. 無響室内にマイクを設置する。設置するマイクは無人航空機から 3 メートル離し、マイク角度は無人

航空機のプロペラ面、上部 45 度方向、下部 45 度方向の 3 方向とする。この際、無人航空機の位置

を確保するため、マイクは隅に設置することが望ましい。なお測定距離の基準はマイクから無人航空

機の中心までとする。 

2. 無人航空機が無響室内においてホバリングする際のネット等の安全を確保する。無人航空機がホバ

リングする位置は、マイクから 3 メートルの地点とする。もし、無響室内で飛行させる安全が確保でき

ない場合、無人航空機を架台に固定し、マイクから 3 メートル離した地点に設置することとする。 

3. 無人航空機を駆動させない状態で、無響室の暗騒音を測定する。 

4. 無人航空機をホバリングさせた状態で、20kHz までの音圧を測定する。架台に固定した場合につい

ては、事前にホバリング時のプロペラ回転数を把握し再現することとする。 

5. 測定した音圧は JIS C 1502-1990 規格に則った A 特性音圧とする。 

 

(4)施設・設備・機器 

本試験は、風圧の音圧が無視できる 5 メートル以上の無響室で実施すること。また、マイクは無指向性の

ものを用いること。 
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4.7.2 プライバシー侵害 

空中撮影によるプライバシー侵害に対する対策の有無などが検討項目である。 

 

4.8 夜間運用 

(1)性能評価の考え方 

夜間における目視外の運用可否を評価する項目である。夜間運用に必要な機能は多岐に渡るが、現状、

夜間の目視外運用に関する法規は詳細に規定されていないため、夜間運用の可否に応じたランク分けとし

た。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 夜間運用に対応していない 夜間運用を想定しない 

ランク 1 夜間運用に対応している  夜間運用を想定している 

(3)試験方法 

・試験方法に関しては、夜間運用に関する法規が定まってから標準化する。 

(4)施設・設備・機器 

・施設・設備・機器に関しては、夜間運用に関する法規が定まってから標準化する。 

 

4.9 目視外運用 

(1)性能評価の考え方 

目視外における運用可否を評価する項目である。現状、長距離の目視外運用に関する法規は詳細に規定

されていないため、目視外運用の可否に応じたランク分けとした。 

(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 目視外運用に対応していない 目視外運用を想定しない 

ランク 1 目視外運用に対応している  目視外運用を想定している 

(3)試験方法 

・試験方法に関しては、目視外運用に関する法規が定まってから標準化する。 

(4)施設・設備・機器 

・施設・設備・機器に関しては、目視外運用に関する法規が定まってから標準化する。 
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第５章 性能評価手法・基準・試験(物流応用) 

5.1 概要 

本章では、物流用途に用いる無人航空機に特有の性能評価項目に対し、性能評価の考え方、性能評価基

準に基づいた性能ランク設定、性能試験方法及び試験に必要な施設・設備・機器等を示す。但し、性能ラン

ク設定を行うことが適切でない性能評価項目については、性能ランク設定を行わず、性能試験方法及び試

験に必要な施設・設備・機器等を示す。 

無人航空機の物流応用では、そのミッションごとに、求められる搭載ペイロードの重量、飛行距離や飛行時

間等が変わる。特に、離陸と着陸に際しては高い安全性が要求され、特に飛行空間に物理的な制約が設

けられることがあり、高度な制御安定性が求められる。 

なお本章にある性能評価基準は、総務省の「ドローンの現状認識資料」にある回転翼機（マルチロータ）型

の小型無人航空機で最大離陸重量が 25kg 以下のものを想定して設定した。従って、特に指定がない限り

性能ランク分けは、回転翼機（マルチロータ）型の小型無人航空機が持つ現状の技術での性能をベースに

行った。 

5.2 飛行性能 

飛行性能は、物流用途における無人航空機の基本的な性能である。性能評価項目として航続距離、誘導

精度、夜間運用、目視外運用を取り上げる。 

 

5.2.1 航続距離 

(1)性能評価の考え方 

基本性能としての航続距離の評価を目的とする。物流においては配達先での離着陸があるため、飛行区

間としての航続距離は出発地点と目標地点での離着陸に必要となる想定のバッテリー容量を除くバッテリ

ー容量で往復するときに、巡航が可能な飛行距離とする。評価基準のランク分けでは配達先までの距離が

変化することが考えられるため、想定されるユースケースを示さず、距離のみとでの区分けとした。 

(2)性能評価基準 

＜想定される無人航空機＞ 

本基準は総務省の「ドローンの現状認識資料」にある回転翼機（マルチロータ）型の小型無人航空機を想

定して設定した。技術の発展に伴い、上位のランクを設定してもよい。 
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＜性能評価基準としてのランク＞ 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 航続距離は 1km 未満である ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定

した。航続時間が明示されていない無人航空機は

このランクに該当する。 

ランク 1 1km 以上飛行可能である --- 

ランク 2 5km 以上飛行可能である --- 

ランク 3 10km 以上飛行可能である --- 

ランク 4 15km 以上飛行可能である --- 

ランク 5 20km 以上飛行可能である ランク 4 を超える性能に該当 

 

(3)試験方法 

・この試験方法はバッテリー駆動の無人航空機のみを対象とした試験方法である。 

・対気速度は、飛行効率が最も良くなる条件とする。 

・試験実施時の気温・気圧は気象計測システム等を用いて確認する。 

・飛行する高度での風速は測定器を用いて確認する。 

・下図に示すミッションプロファイルに従い、巡航を行う区間の距離である航続距離を計測する。 

・アプローチの開始時点でバッテリー残量が 20％であることを確認する。 

・試験の実施条件として以下の２つの条件で試験を行う。 

(a)ペイロードを搭載しない状態 

(b)想定される最大ペイロードを搭載した状態 

 

図 5.2.1(3) ミッションプロファイルと各フェーズの説明 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ミッションプロファイルに応じた飛行が可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能

場所を以下に示す。 

 

図 5.2.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の気温・気圧を計測可能な気象計測システム 

・高度 50m での風速を計測するための測定器 ※ 

※対気速度で飛行できない無人航空機の試験に使用する。 

 

5.2.2 誘導精度 

(1)性能評価の考え方 

誘導精度の評価を目的として、水平方向、垂直方向の誘導精度を評価する。最高ランクとしては、数 cm の

状況の狭隘空間への配達等の高い誘導精度が必要とされる飛行を想定し、最低ランクとしては、無人地帯

への配達等の数十 m 程度の精度があれば良い飛行を想定し、ランクを 6 段階に設定した。 

 

滑走

路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛

行コース（図示省略） 
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(2)性能評価基準 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 誘導精度は水平：50m 超、垂直：100m 超である ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して

設定した。誘導精度が明示されていない無

人航空機はこのランクに該当する 

ランク 1 水平：50m、垂直：100m の誘導精度を有する 水平精度は米国規定上の GPS の最大誤差

として設定。垂直精度は、GPS や準天頂衛

星等の垂直精度が概ね水平精度の 1.5～2

倍程度であることから垂直精度の 2 倍の値

として設定した。 

ランク 2 水平：5m、垂直：10m の誘導精度を有する 水平精度は「ヘリポート」に着陸できる程度

の精度として設定。垂直精度は GPS や準天

頂衛星等の垂直精度が概ね水平精度の 1.5

～2 倍程度であることから垂直精度の 2 倍

の値として設定した。 

ランク 3 水平：1m、垂直：2m の誘導精度を有する 水平精度は「駐車場」に着陸できる程度の精

度として設定。垂直精度は GPS や準天頂衛

星等の垂直精度が概ね水平精度の 1.5～2

倍程度であることから垂直精度の 2 倍の値

として設定した。 

ランク 4 水平：6cm、垂直：12cm の誘導精度を有する 

 

内閣府発行の「準天頂衛星システムの運用

等事業 業務要求水準書(案)」のセンチメー

タ級測位補強サービスの静止体に対する要

求精度に基づき設定した。 

ランク 5 水平：1cm、垂直：2cm の誘導精度を有する 水平精度は RTK-GPS 相当の精度として設

定。垂直精度は GPS や準天頂衛星等の垂

直精度が概ね水平精度の 1.5～2 倍程度で

あることから垂直精度の 2 倍の値として設定

した。 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能な無人航空機を対象とした試験方法である。 

・試験実施時の上空 10m の風速が 1m/s 以下であることを測定器を用いて確認する。 
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・図 5.2.2(3)に示すような飛行経路を飛行計画として登録し、離陸から着陸までの自律飛行を行う。 

 

 

図 5.2.2(3) 誘導精度計測に用いる飛行経路 

 

・無人航空機が規定の飛行経路を飛行する際、計測器で位置を外部から測定する。 

・各移動について無人航空機の位置と計画されていた位置とのズレを平均誤差で評価する。 

 

下図(図 5.2.2(3)-1）に、試験概要を示す。 

 

図 5.2.2(3)-1 試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ホバリングが可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールド滑走路を以下に示す。 

  

 

水平方向のズレ 

鉛直方向 

のズレ 

試験場所 リファレンス 

位置の測定

誘導後の無人航空機の位置 

風速の測定

30m 
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図 5.2.2(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・上空 10m での風速を計測可能な測定器 

・リファレンス（基準点等） 

・航空機の位置を計測可能な測定器 

 

5.2.3 夜間運用 

4.8 参照 

5.2.4 目視外運用 

4.9 参照 

 

 

5.3 積載性能 

積載性能については、無人航空機の物流に特化した性能としての最大積載性能、長距離飛行性能及び積

載性能を取り上げる。 

 

5.3.1 最大積載重量 

(1)性能評価の考え方 

物流用途に用いられる回転翼機（マルチロータ）型の小型無人航空機が実運用において想定する搭載可

能な最大ペイロードの重さを評価する。最高ランクとしては、一般的な物流業者が取り扱う規定サイズにお

ける最大重量を想定し、ランクを 8 段階に設定した。 

 

滑走路 

200m 

500m 
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(2)性能評価基準  

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 輸送可能なペイロード重量は 500g 未満で

ある 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定

した。ペイロード重量が明示されていない無人航

空機はこのランクに該当する。 

ランク 1 500g のペイロードを輸送可能である －－－  

ランク 2 1kg のペイロードを輸送可能である －－－ 

ランク 3 2.5kg のペイロードを輸送可能である 一般的に配達物の 90%は 2.5kg 程度であるとされ

ている。 

ランク 4 5kg のペイロードを輸送可能である －－－ 

ランク 5 10kg のペイロードを輸送可能である 

 

総務省の「ドローンの現状認識資料」にある回転

翼機（マルチロータ）型の小型無人航空機で積載

重量の上限として示されている値である。 

ランク 6 20kg のペイロードを輸送可能である －－－ 

ランク 7 30kg 超のペイロードを輸送可能である －－－ 

 

(3)試験方法 

・最大ペイロードを搭載した状態で、5.2.1 にある航続距離の試験を実施し、搭載可能なペイロードの重さを

実証する。 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・最大ペイロードを搭載した状態で、5.2.1 にある航続距離の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボッ

トテストフィールドでの実施可能場所を以下に示す。 
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図 5.3.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・5.2.1 にある航続距離の試験に必要な計測設備、機器とする。 

 

5.3.2 長距離飛行性能及び積載性能 

(1)性能評価の考え方 

実際の運用において、ペイロード重量は無人航空機の航続距離等の飛行性能と密接に関わっているた

め、本項では物流用途に特化した無人航空機の総合的な評価指標として「長距離飛行及び積載性能」を

取り上げる。 

ここでバッテリー駆動のマルチローター型の無人航空機に搭載するペイロードを変化させた際の飛行速度

と電力消費の関係を図 5.3.2(1)に示す。無人航空機の飛行特性はペイロードに応じて変化するため、消費

電力曲線はそのペイロードに応じて複数描くことができる。消費電力はいわゆる静止状態であるホバリング

の状態から飛行速度が上昇するにつれ、機体に働く異なる種類の抵抗力の割合によって減少傾向が見ら

れることが知られている。そしてある飛行速度を境に機体が受ける抵抗力の影響が増加するため必要電

力は増加へと転じる。一般的に無人航空機では消費エネルギーが最小になる点での飛行速度で飛行した

際の飛行時間を最大滞空時間と呼ぶ。また航続距離最大となる速度は、消費電力曲線に原点を通る直線

が接するときの速度となる。前述のように最大滞空時間や最大航続距離は無人航空機の基本となる飛行

性能を示す上で重要となるが、ここにペイロードを変化させた際の関係性を加えることで物流用途において

有益な性能評価指標とすることができる。従って、本性能評価軸では物流用途における無人航空機の積載

 

滑走

路 

ヘリポート 

 
試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛行コー

ス（図示省略） 
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物重量(ペイロード)と宅配距離(航続距離)、宅配時間(飛行時間)の３つのファクターを総合的かつ一元的に

測定し評価する。 

 

図 5.3.2(1) 複数ペイロードによる消費電力曲線の例 

 

(2)性能評価基準  

ランク分けをせず、無人航空機の「ペイロード」と「飛行速度(対気速度)」の複数条件の組合せでの飛行時

間、及びそこから換算した航続距離を表した性能評価マトリクスを作成する。表 5.3.2(2)に搭載ペイロードを

３段階、飛行速度を４段階の計 12 条件である無人航空機の長距離及び積載性能試験の性能評価マトリク

スを示す。各欄には規定された試験方法で試験を実施した際のそれぞれの飛行時間と、対応する飛行速

度を用いて算出する航続距離を記述する。表 5.3.2(2)に示した条件はマルチコプター型の小型無人航空機

を用いた一般的な物流用途における想定ペイロード及び飛行速度であり、機体性能や積載性能に応じて

想定される搭載ペイロードや想定飛行速度と異なる場合は新たに条件を追加しても良い。 

 

 

表 5.3.2(2)  性能評価マトリクス 

 搭載ペイロード重量 

0.0 kg 1.25 kg 2.5 kg 

飛行速度 

6 m/s 

 

  

10 m/s    

14 m/s    

18 m/s    
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＜性能評価マトリクスの例と使い方＞ 

下表(表 5.3.2(2)-1)に試験を実施した際の性能評価マトリクスの例を示す。この性能評価マトリクスでは航

続距離 13km をしきい値とし、条件を満たした場合の項目を灰色で示した。この例ではペイロード 2.5kg を

搭載した際に最大航続距離となる 13km 以上飛行するために必要な飛行速度が 14m/s であると求められ

る。また搭載ペイロード重量に関わらず飛行速度が 14m/s と設定したときに最大航続距離を得ることがで

きる。逆に搭載ペイロードが 2.5kg であるが、必要となる飛行距離が 10km であるならば飛行速度を 18m/s

とすることで最短時間の 10 分で飛行することができるということも求めることができる。このように性能評価

マトリクスを用いることで、無人航空機の運用者は配達先や配達物等の情報から運用すべき無人航空機を

総合的に評価することが可能となる。 

表 5.3.2(2)-1  性能評価マトリクスの使用例 

 搭載ペイロード重量 

0.0 kg 1.25 kg 2.5 kg 

飛行速度 

6 m/s 9.6 km (20min) 7.2 km (15min) 4.8 km (12min) 

10 m/s 13.2 km (22min) 10.8 km (18min) 8.6 km (15min) 

14 m/s 16.0 km (25min) 15.3 km (21min) 13.8 km (18min) 

18 m/s 15.2 km (18min) 13.3 km (15min) 10.1 km (10min) 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能なバッテリ駆動の無人航空機を対象とした試験方法である。 

・想定搭載ペイロードや想定飛行速度が表 5.3.2(2)に規定される項目と異なる場合は新たに条件を追加し

ても良い。 

・試験設備の形状に応じて地面効果を受けない飛行高度を基準として基準点上空をホバリングさせる。 

・試験の実施においては表 5.3.2(2)-１に示した各条件の 12 項目において無人航空機を 1 分間ホバリング

させ、その際の電流値及び電圧値を測定する（図 5.3.2(3)参照）。 
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図 5.3.2(3) 風洞設備で無人航空機をホバリングさせながら測定を実施する様子 

 

・使用するバッテリ容量を基に以下に示す方法を用いて、飛行時間及び飛行距離の推定値を算出する。 

 

まず無人航空機の単位時間当たりの消費電力𝑃を次式で求める。ここでの電圧𝑉と電流𝐼は試験で取得し

た 1 分間のデータの平均値を用いる。 

 𝑃 = 𝑉 𝐼  

 

次に試験で使用したバッテリの公称電圧𝑉𝑏𝑎𝑡と定格容量𝑊𝑏𝑎𝑡から電力量𝐸𝑏𝑎𝑡を次式で計算する。 

 𝐸𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 𝑊𝑏𝑎𝑡  

 

飛行時間𝑇𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡をバッテリの持続時間とみなすと、次式を求めることができる。なおミッションプロファイルか

らバッテリ容量の 80%までの飛行時間での飛行距離を航続距離とみなすので、式ではその補正を行う。 

 
𝑇𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 =

𝐸𝑏𝑎𝑡

60 𝑃
× 0.8 

 

 

距離は時間と飛行速度𝑈𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡の積になるので、航続距離𝐷𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡は次式で求めることができる。 

 𝐷𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑇𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑈𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡  
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・複数風速を生成可能な送風施設もしくは風洞試験施設で実施する。一例として福島ロボットテストフィール

ド内の風洞試験施設を用いることができる。 

 

＜計測設備・機器＞ 

・無人航空機の消費電力を計測可能な装置（機体内部の搭載センサを用いても良い） 

 

5.4 離着陸性能 

物流用途における小型無人航空機はペイロードを搭載し、配達先へ航行しペイロードを安全に届ける必要

がある。この際、定められた地点から安全に離陸し、別の地点に正確に着陸するという飛行形態の性質

上、離着陸する際の飛行性能は重要な性能評価軸である。ここでは、基本離着陸性能と狭隘空間におけ

る離着陸性能を取り上げる。 

 

5.4.1 基本離着陸性能 

(1)性能評価の考え方 

基本離着陸性能は無人航空機が開放空間において外乱を印加された状態でも安全かつ正確に離着陸す

る性能であり、本性能評価軸は小型無人航空機の飛行制御における応答性を定量的に評価するものであ

る。評価基準には図 5.4.1-1 に示すような離着陸空域を設定し、その半径によってランク分けを実施する。

この性能評価基準により物流事業者等は離陸場所及び着陸場所の空間的要件を検討することが可能とな

るとともに、任意の地点での運用可能限界となる外乱条件を導き出すことが可能となる。ランクは共通項目

の離着陸性能に定義されるランクと同じものを使用するが試験方法が異なることに注意すること。 

 

図 5.4.1-1 離着陸空域の定義 
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(2)性能評価基準  

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 20000m2超の面積でのみ離発着可能 

（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＞79.8m） 

 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定

した。離発着面積が明示されていない無人航空機

はこのランクに該当する。  

ランク 1 20000m2の面積で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ

＝79.8m） 

半径 500m 程度に居住する人々が利用する公園

（近隣公園）の面積を想定して設定した。(面積：

20,000 ㎡)   

ランク 2 2500m2で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＝28.2m） 半径 250m 程度に居住する人々が利用する公園

（街区公園）の面積を想定して設定した。(面積：

2,500 ㎡) 

ランク 3 400m2で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＝11.2m） ヘリポートの面積を想定し設定した。 

 

ランク 4 100m2で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＝5.64m） 住宅地の空き地の面積を想定して設定した。(面

積：100 ㎡) 

ランク 5 12.5m2で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＝1.99m） 普通車 1 台分の駐車場の面積を想定して設定し

た。（面積：12.5 ㎡） 

ランク 6 2.8m2で離発着可能（𝑅𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ＝0.94m） 軽トラックの荷台より小さい面積を想定して設定し

た。(面積：2.8 ㎡)。 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能なバッテリー駆動の無人航空機を対象とした試験方法である。 

・目標とするランクの離発着エリアを明確化する。 

・図 5.4.1-2 に示すように離陸の場合は離陸地点、着陸の場合は離着陸空域にアプローチした地点を基準

とし、そこから上もしくは下に鉛直方向に延長した中心線を定義する。 

・試験は離陸と着陸の 2 パターンで行い、最大逸脱距離の大きい条件の値を性能基準とする。 
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図 5.4.1-2 離着陸時の飛行軌跡と中心線、最大逸脱距離の関係 

 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・風速 10m/s を生成可能な送風施設もしくは風洞試験施設で実施する。一例として福島ロボットテストフィ

ールド内の風洞試験施設を用いることができる。 

 

＜計測設備・機器＞ 

・航空機の位置を計測可能な測定器 

 

5.4.2 狭あい空間における離着陸性能 

(1)性能評価の考え方 

狭隘空間における離着陸性能は無人航空機が狭隘空間に設置されている離着陸場に安全かつ正確に離

着陸する性能である。ここでは性能評価基準としての狭隘空間は図 5.4.2(1)に示すような構造と定義した。

最高ランクとして住宅等に設置することを想定した小型ドローンポートの面積で離着陸場に垂直な壁面と天

井面がある場所への離着陸性能を有する場合を想定し、ランクを 6 段階に設定した。狭隘空間においては

回転翼機（マルチロータ）型の無人航空機は自身の発生する吹き降ろしの風と周辺構造との干渉で不安定

化することが知られているため、この性能評価基準を基に物流事業者はドローンポートの設置要件を導き

出すことができる。 
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図 5.4.2（1） 離着陸場と周辺構造までの距離の関係 

 

(2)性能評価基準 

＜狭隘空間の定義＞ 

離着陸場の半径を𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡 とし、狭隘空間を構成する壁面、天井面までの関係を以下のように定義する。そ

れぞれの位置関係については図 5.4.2（1）を参照すること。 

𝐿𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡 

𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙 = 𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡 

＜性能評価基準としてのランク＞ 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 狭隘空間への離着陸を想定していない。 ランク 1 を満たさない無人航空

機を想定して設定した。狭隘空

間への離着陸が想定されていな

い場合はこのランクとする。  

ランク 1 離着陸場が 100m2の面積で近接する壁面のみが存在する。

（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝5.64m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝5.64m） 

－－－ 

ランク 2 離着陸場が 100m2の面積で近接する壁面と天井面が存在す

る。（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝5.64m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝5.64m, 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔＝11.3m） 

－－－ 

ランク 3 離着陸場が 12.5m2の面積で近接する壁面のみが存在する。

（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝1.99m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝1.99m） 

－－－ 

ランク 4 離着陸場が 12.5m2の面積で近接する壁面と天井面が存在す

る。（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝1.99m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝1.99m, 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔＝3.99m） 

－－－ 
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ランク 5 離着陸場が 2.8m2の面積で近接する壁面のみが存在する。

（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝0.99m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝0.99m） 

－－－ 

ランク 6 離着陸場が 2.8m2の面積で近接する壁面と天井面が存在す

る。（𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡＝0.99m, 𝐿𝑤𝑎𝑙𝑙＝0.99m, 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔＝1.89m） 

－－－ 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能なバッテリー駆動の小型無人航空機を対象とした試験方法である。 

・想定されるランクを模したドローンポートに無人航空機がアプローチし着陸したのち再び離陸させ、狭隘空

間から離脱させる。 

 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ランクに応じた離発着場を確保可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を

以下に示す。 

 

 

図 5.4.2(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・航空機の位置を計測可能な測定器 

 

模擬住宅地に設置予定

のドローンポート 
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第６章 性能評価手法・基準・試験(災害調査応用) 

6.1 概要 

本章では、災害対応分野の無人航空機に特有の評価が必要な性能評価項目について、性能評価の軸と

なる性能評価項目を設定し、各性能評価項目に対し性能評価の考え方、性能基準に基づいた性能ランク

付け、性能試験方法及び試験に必要な施設・設備・機器を示す。 

なお評価基準の策定においては、極力既存の規格・基準により評価できるように配慮した。また既存の規

格について、特に指定がない限り最新版を適用する。 

 

6.2 周囲環境 

無人航空機を使用して任務を行うに当たって考慮すべき周囲環境に関する評価項目を定める。ここでは、 

・離発着性能(※離発着面積) 

・視認性(視認可能距離) 

を取り上げる。 

 

※離発着面積： 

・無人航空機の離発着の際に、人の立入り、物の設置等を制限する範囲の面積である。 

 

6.2.1 離発着性能(離発着面積) 

(1)性能評価の考え方 

離発着の際に、どの程度の面積を必要とするのかの評価を目的とし、災害対応に際し想定される離発着面

積に応じた評価を行う。最高ランクとして瓦礫や被災者が混在する狭あい地の面積を想定し、最低ランクと

して災害発生時、避難場所、食料等の配給拠点として機能する近隣公園の面積を想定し、ランクを 6 段階

に設定した。 

 

(2)性能評価基準 

表 6.2.1-1 離発着性能(離発着面積)のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 20000m2超の面積でのみ離発着

可能 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。離発着

面積が明示されていない無人航空機はこのランクに該当する。 

ランク 1 20000m2の面積で離発着可能 災害発生時、避難場所、食料等の配給拠点として機能する近

隣公園（半径 500m 程度に居住する人々が利用する公園（近隣

公園）への離発着を想定し設定した。 
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ランク 2 2500m2で離発着可能 災害発生時の避難場所、食料等の配給拠点として機能する街

区公園(半径 250m 程度に居住する人々が利用する公園)への

離発着を想定し設定した。 

ランク 3 400m2で離発着可能 ヘリポートの面積を想定し設定した。 

ランク 4 12.5m2で離発着可能 災害発生エリアでは、狭い場所での離発着が必要になる場面も

考えられるため、狭い面積の一例として、災害普通車 1 台分の

駐車場の面積を想定し設定した。 

ランク 5 2.8m2で離発着可能 災害発生エリアでは、極めて狭い場所での離発着が必要になる

場面も考えられるため、極めて狭い面積の一例として、軽トラッ

クの荷台の面積を想定し設定した。 

 

(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能な無人航空機を対象とした試験方法である。 

・離発着面積の上空 10m での風速が、規定する最高ランク以上の風速であることを測定器を用いて確認

する。 

・目標とするランクの離発着エリアを明確化する。 

・規定する最高ランク以上の風速の中で、規定した離発着面積の上空 10m までの空域から逸脱せず、離

発着エリア内に安定して離発着できることを、無人航空機の位置の測定により、実証する。なお、無人航空

機が搭載する校正された位置測定装置を用いても良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1(3) 試験概要図 

離陸 着陸 

    

  

離発着面積 

試験場所 

離発着面積を計測するための測定器 

10m 

空域 

無人航空機の位置を計測
するための測定器 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ランクに応じた離発着エリアを確保可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場

所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・離発着面積を計測可能な測定器 

・無人航空機の位置を計測可能な測定器 

・上空 10m での風速・風向を計測するための測定器 

 

6.2.2 目視内飛行での操縦者からの視認性(視認可能距離) 

(1)性能評価の考え方 

視認性の評価を目的とし、無人航空機を視認可能な距離に応じた評価を行う。最高ランクとして目視内運

航の上限距離を想定し、ランクを 6 段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.2.2(2) 視認性(視認可能距離)のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 50m 先から視認できない ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。視認性

(視認可能距離)が明示されていない無人航空機はこのランクに

該当する。 

 

滑走

路 

ヘリポート 

 
ランク 0,1 

20000m2 

141m 

141m 
試験飛行

用グラウンド 

50m 

50m 

ランク 2 

2500m2 

ランク 3 

400m2 
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ランク 1 50m 先から視認できる 50m は気象庁視程階級表の視程階級 1 の下限値を参考にして

設定した。 

ランク 2 200m 先から視認できる 200m は気象庁視程階級表の視程階級 2 の下限値を参考にし

て設定した。 

ランク 3 500m 先から視認できる 500m は気象庁視程階級表の視程階級 3 の下限値を参考にし

て設定した。 

ランク 4 1000m 先から視認できる 1000m は気象庁視程階級表の視程階級 4 の下限値を参考に

して設定した。操縦者が、無人航空機を視認しながら飛行させ

る範囲はこの程度が現実的であると考え、1000m を最高ランク

の設定とした。 

ランク 5 1000m より遠方から視認できる ランク 4 を超えるランクとして設定した。 

 

(3)試験方法 

・視程が 5km 以上確保されていることを視程計等を用いて確認する。 

・離隔距離（水平、垂直）は、トータルステーション等を用いて計測する。 

・試験は、日中、背景を空とし、空を均一に視界に入れた状態で、地上にある無人航空機の視認を確認す

る。 

・評価者は 3 名以上とし、無人航空機を、ランクに対応する離隔距離に配置する。この際、評価者と無人航

空機の間には障害物があってはならない。 

・評価者は地上の無人航空機を目視し、無人航空機であること及び無人航空機の機首方向を判別できる

かを評価する。 

・評価者の過半数が判別できることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.2(3) 試験概要図 

トータルステーション 背景の空を均一に入れ

た高度でホバリングする 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ランクに応じた離隔距離での直視が可能な開けた場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施

可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 6.2.2(4)  試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の視程が 5km 以上確保されていることを確認可能な視程計 

・ターゲット（この場合無人航空機）に取り付けた反射プリズムを追尾し、ターゲットとの離隔距離、高度を測

定可能なトータルステーション 

なお、視程計及びトータルステーションの一例を以下に示す。 

 

 

滑走

路 

試験飛行

用グラウンド 

C 

計測・整備室及び格納

庫 

Ａ 

Ｂ 

200m 

500m 
ヘリポート Ｂ 

視程計の設置場所 

50m 
500m～ 
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計測機器 メーカー 詳細 

外観 仕様 

視程計 横河電子機器 
 

・視程測定範囲：10-20000m 
・精度：10 m ～ 10000 m：±10% 

 10,000 m ～ 20000 m：±15% 

トータル 

ステーション 

トプコン 

 

・サンプリング周波数：1Hz 以下 

・水平・鉛直 1 秒の測角精度で測距 

（0.2m～500m 範囲) 

 

 

6.3 危険環境 

無人航空機が任務を行うに当たって遭遇し得る、爆発性雰囲気、化学物質、生物剤等が存在する環境及

び火災現場での危険環境に耐え得る性能についての評価項目を設定した。 

危険環境については、防爆、耐放射熱、耐化学、耐生物及び耐放射性雰囲気を取り上げる。 

 

6.3.1 防爆 

(1)性能評価の考え方 

爆発性雰囲気下での運用可否の評価を目的として、運用可能な危険度区域に応じた評価を行う。どのよう

な場所で無人航空機を運用できるのかという観点を基準とした設定にすることで、無人航空機のユーザー

にとって理解が容易になると考え、JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第 10 部：危

険区域に準拠し、ランクを 4 段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.3.1(2) 防爆のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械

器具-第 10 部：危険区域の分類の区域で規定され

る、危険区域での運用を許容しない 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定し

て設定した。危険度区域が明示されていな

い無人航空機はこのランクに該当する。 

ランク 1 危険度 2 区域  (Zone 2) ※での運用のみ許容する ランク 0 を超えるランクとして設定した。 

ランク 2 危険度 2 区域  (Zone 2) ※、危険度 1 区域  

(Zone 1) ※での運用のみ許容する 

ランク 1 を超えるランクとして設定した。 
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ランク 3 危険度 2 区域  (Zone 2) ※、危険度 1 区域  

(Zone 1) ※、危険度 0 区域  (Zone 0) ※での運用

を許容する 

ランク 2 を超えるランクとして設定した。 

 

※各危険度区域の定義は以下の通り。 

・危険度 2 区域  (Zone 2)：ガス、蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性

雰囲気が生成する可能性がなく、生成しても短時間しか持続しない区域 

・危険度 1 区域  (Zone 1)：ガス、蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性

雰囲気がときどき生成する可能性がある区域  

・危険度 0 区域  (Zone 0)：ガス、蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性

雰囲気が連続的に、長時間又は頻繁に存在する区域  

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の防爆に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであ

る。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器に関しては、各無人航空機の防爆に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべきで

ある。 

6.3.2 耐放射熱 

(1)性能評価の考え方 

火災現場における運用可否の評価を目的とし、耐え得る放射熱強度に応じた評価を行う。放射熱強度に関

しては、総務省消防庁資料「石油コンビナートの防災アセスメント指針」に基づき、ランクを 4 段階に設定し

た。 

(2)性能評価基準 

表 6.3.2(2) 耐放射熱のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 2kW/m2の放射熱に耐えられない ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。放

射熱に対する耐性が明示されていない無人航空機はこの

ランクに該当する。 

ランク 1 2kW/m2の放射熱に耐えられる 人間が活動できる場面で運用する無人航空機を想定して

設定した。2kW/m2は、総務省消防庁資料「石油コンビナー

トの防災アセスメント指針」よると、露出人体に対する危険

範囲(接近可能)であり、1 分間以内で痛みを感じる程度の

数値である。 
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ランク 2 8kW/m2の放射熱に耐えられる 人間の活動限界を超える場面で運用する無人航空機を想

定して設定した。8kW/m2は総務省消防庁資料「石油コン

ビナートの防災アセスメント指針」よると、10 秒から 20 秒

で火傷となる程度の数値であり、ドラゴンハイパー(エネル

ギー・産業基盤災害即応部隊)の装備品に要求される数値

でもある。 

ランク 3 8kW/m2超の放射熱に耐えられる ランク 2 を超えるランクとして設定した。 

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の放射熱に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべきで

ある。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器に関しては、各無人航空機の放射熱に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべき

である。 

6.3.3 耐化学 

(1)性能評価の考え方 

化学工場災害等の化学災害下における運用可否の評価を目的とし、化学災害下での運用可否を評価す

る。想定される化学物質は多岐に渡り、限定することは困難であるため、運用可否に応じたランク分けとし

た。 

(2)性能評価基準 

表 6.3.3(2) 耐化学のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 化学災害下での運用を許容しない 運用可否に応じたランク分けとした。 

ランク 1 化学災害下での運用を許容する（許容する

化学災害を明記すること） 

 

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の化学災害に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべき

である。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器に関しては、各無人航空機の化学災害に対する対策の内容に応じた試験方法を定める

べきである。 
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6.3.4 耐生物 

(1)性能評価の考え方 

生物災害における運用可否の評価を目的とし、生物災害下での運用可否を評価する。想定される生物剤

は多岐に渡り、限定することは困難であるため、運用可否に応じたランク分けとした。 

(2)性能評価基準 

表 6.3.4(2) 耐生物のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 生物災害下での運用を許容しない 運用可否に応じたランク分けとした。 

ランク 1 生物災害下での運用を許容する（許容

する生物災害を明記すること） 

 

(3)試験方法 

試験方法に関しては、各無人航空機の生物災害に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべきであ

る。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器関しては、各無人航空機の生物災害に対する対策の内容に応じた試験方法を定めるべき

である。 

 

6.3.5 耐放射性雰囲気 

(1)性能評価の考え方 

原子力災害発生時の放射性物質が存在する環境下における運用可否の評価を目的とし、運用を許容する

INES(国際原子力事象評価尺度) ※レベルを評価する。原子力災害発生時には、INES による評価が一般

的に実施されることから、INES に合わせた尺度とすることで、無人航空機のユーザーにとって理解が容易

になると考え、INES に応じ、ランクを 5 段階に設定した。 

※ＩＮＥＳ（International Nuclear Event Scale）：国際原子力機関と経済協力開発機構原子力機関が制定し

た原子力事故・故障の評価の尺度を表現する国際原子力事象評価尺度のこと。 

(2)性能評価基準 

表 6.3.5(2) 耐放射性雰囲気のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 INES レベル 0+での運用を許容

する 

INES のレベルの定義は以下の通り。  

レベル 0+：安全に影響を与え得る事象 

ランク 1 INES レベル 3 での運用を許容

する 

INES のレベルの定義は以下の通り。  

レベル 1：運転制限範囲からの逸脱 
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レベル 2：異常事象 

レベル 3：重大な異常事象 

ランク 2 INES レベル 5 での運用を許容

する 

INES のレベルの定義は以下の通り。  

レベル 4：事業所外への大きなリスクを伴わない事故 

レベル 5：事業所外へリスクを伴う事故 

ランク 3 INES レベル 6 での運用を許容

する 

INES のレベルの定義は以下の通り。  

レベル 6：大事故 

ランク 4 INES レベル 7 での運用を許容

する 

INES のレベルの定義は以下の通り。  

レベル 7：深刻な事故(最高レベルに相当する評価尺度である) 

 

(3)試験方法 

性能試験方法に関しては、各無人航空機の放射性物質に対する対策の内容に応じた試験方法を定める

べきである。 

(4)施設・設備・機器 

施設・設備・機器に関しては、各無人航空機の放射性物質に対する対策の内容に応じた試験方法を定め

るべきである。 

6.4 飛行性能 

飛行性能については、航続時間、飛行高度、最大速度、最低速度、誘導精度、夜間運用、目視外運用、行

動半径を取り上げる。 

6.4.1 航続時間 

(1)性能評価の考え方 

航続時間の評価を目的とし、離陸から着陸までの継続的に航行可能な時間を評価する。最高ランクとして

は災害状況の継続的な監視等の長時間に及ぶ任務を想定し、最低ランクとしては近距離における状況把

握等の短時間の任務を想定し、ランクを８段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.4.1(2) 航続時間のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 航続時間は 15 分未満である 一般的なマルチコプターの航続時間を想定して設定した。 

ランク 1 30 分間航続可能である 一般的なマルチコプターの上記以上の航続時間を想定し

て設定した。 

ランク 2 1 時間航続可能である 一般的なマルチコプターの上記以上の航続時間を想定し

て設定した。 
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ランク 3 2 時間航続可能である 災害発生時の状況把握任務に要する時間がこの程度で

あると想定して設定した。 

ランク 4 3.5 時間航続可能である 3.5 時間以上が国土交通省 防災ヘリコプターの維持管

理・運営事業・業務要求水準書で規定される防災ヘリコプ

ターに対する要求水準であることから、それを満たすラン

クとして設定した。 

ランク 5 6 時間航続可能である 長時間航続可能な無人航空機を想定して設定した。 

ランク 6 12 時間航続可能である 12 時間は消防防災活動時間の「半日」を想定しており、そ

の時間継続飛行可能な無人航空機を想定して設定した。 

ランク 7 12 時間超航続可能である ランク 6 を超えるランクとして設定した。 

 

(3)試験方法 

・対気速度は、航続時間が最も長くなる条件とする。ただし、対気速度で飛行できない無人航空機に関して

は、上空の風速を計測し、適切な対地速度で飛行すること。 

・原則として任務に必要な装備は全て装備した状態とする。 

・試験実施時の気温・気圧を気象計測システム等を用いて確認する。 

・飛行する高度での風速を測定器を用いて確認する。 

・以下のミッションプロファイルに従い、離陸から着陸までの継続航行時間を計測する。 

・着陸後の残燃料量又は残電力量を計測する。 

・試験結果を以下の条件で補正し、補正結果を基にランクを判定すること。 

a.標準大気状態に補正する。 

b.着陸時に 5%の使用可能燃料量又は残電力量を残した場合※の航続時間に補正する。なお、使用可能

燃料量又は残電力量に関しては、安全性やバッテリー特性などの観点から、必要に応じて適切な数値を使

用する。 

※安全のため、着陸時に 5%の使用可能燃料量又は使用可能電力量を残すことが必要であるという考えに

基づく。 

c.任務により空虚重量が変わる場合は、それぞれの任務に応じた空虚重量に補正する。 

  



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 6.4.1(3) ミッションプロファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対気速度で飛行できない無人航空機の試験に使用する。 

 

図 6.4.1(3)-1 試験概要図 

 

 

無人航空機 

航続時間が最も長くなる速度 

高度

時間 

5 分 5 分 

進出 飛行 帰投 

100m 

0km/

着陸 離陸 

  

着陸 

（計測終了） 

離陸 

（計測開始） 

飛行 

（計測中） 

気象計測システム 風速の測定器 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ミッションプロファイルに応じた飛行が可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能

場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の気温・気圧を計測可能な気象計測システム 

・高度 100m での風速を計測するための測定器 ※ 

※対気速度で飛行できない無人航空機の試験に使用する。 

 

6.4.2 飛行高度 

(1)性能評価の考え方 

運用可能高度の評価を目的とし、無人航空機の飛行可能高度を評価する。なお、本項での高度は絶対高

さのことを指す。国内最高峰である富士山における災害にも対応できる高度である 3800m を最高ランクと

し、日本の国土面積に占める割合を参考にしつつ、ランクを 8 段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.4.2(2) 飛行高度のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 運用可能高度は 300m 未満

である 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。飛

行高度が明示されていない無人航空機はこのランクに該

当する。 

 

滑走

路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛

行コース（図示省略） 
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ランク 1 300m の高度で運用可能であ

る 

300m は日本の国土面積の約 54%をカバーする高度とし

て設定した。 

ランク 2 500m の高度で運用可能であ

る 

500m は日本の国土面積の約 73%をカバーする高度とし

て設定した。 

ランク 3 1000m の高度で運用可能で

ある 

1000m は日本の国土面積の約 93%をカバーする高度とし

て設定した。 

ランク 4 2100m の高度で運用可能で

ある 

2100m は 1000m 超の山の 70%をカバーする標高として設

定した。 

ランク 5 2800m の高度で運用可能で

ある 

2800m は 1000m 超の山の 91%をカバーする標高として設

定した。 

ランク 6 3800m の高度で運用可能で

ある 

3800m は富士山の標高 3776m をカバーできる高度で区

切りの良い数字として設定した。 

ランク 7 3800m 超の高度で運用可能

である 

ランク 6 を超えるランクとして設定した。 

 

(3)試験方法 

・高高度を飛行する場合は、ノータムを提出する等の対応が必要となる。 

・原則として任務に必要な装備は全て装備した状態とする。 

・燃料は満載状態とする。ただし、燃料を搭載しない無人航空機は適用対象外とする。 

・試験実施時の気温・気圧を気象計測システム等を用いて確認する。 

・上昇率 90m／分が実現できる高度（実用上昇限度）を評価する。1 分毎の無人航空機の高度を測定器を

用いて計測し、計測結果から上昇率が 90m／分を満足する高度を確認する。なお、高度の計測には、無人

航空機が搭載する校正された高度計を用いても良い。算出結果が 90m／分となる高度を実用上昇限度と

する。 

・着陸後の残燃料量を計測する。ただし、燃料を搭載しない無人航空機は適用対象外とする。 

・試験結果を以下の条件で補正し、補正結果を基にランクを判定すること。 

a.標準大気状態に補正する。 

b.燃料半減状態に補正する。ただし、燃料を搭載しない無人航空機は適用対象外とする。 
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図 6.4.2(3) 試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・高高度の飛行が可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.2(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の気温・気圧を計測可能な気象計測システム 

・飛行高度を計測可能な測定器※ 

※無人航空機が搭載する校正された高度計を用いても良い。 

 

飛行高度の測定器 

ノータム 
○高高度 

○低高度 

気象計測システム 

滑走路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

洋上（図示省略） 
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6.4.3 最大速度 

(1)性能評価の考え方 

最大速度の評価を目的とし、無人航空機が飛行できる最大の速度を評価する。最高ランクとしては、遠距

離の孤立地域に対する物資輸送等を想定し、有人航空機並みの最大速度を設定した。最低ランクとして

は、スピーカーによる情報配信等、最大速度を要求しない任務を想定し、ランクを 8 段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.4.3(2) 最大速度のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 最大速度は 30km/h 未満であ

る 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。最

大速度が明示されていない無人航空機はこのランクに該

当する。 

ランク 1 30km/h で飛行可能である 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・総務省の「ドローンの現状認識資料」の最低値 

・原動機付自転車並みの速度で行う任務 

ランク 2 60km/h で飛行可能である 一般的なマルチコプターの速度を想定して設定した。 

ランク 3 100km/h で飛行可能である 手動飛行を実施する無人航空機の上限速度であると想

定し設定した。 

ランク 4 150km/h で飛行可能である 中速の無人航空機を想定して設定した。 

ランク 5 250km/h で飛行可能である 高速な無人航空機を想定して設定した。 

ランク 6 350km/h で飛行可能である 有人ヘリ相当の速度を持つ無人航空機を想定して設定し

た。 

・AW139 310km/h 

・AS365N3 286km/h 

・BK117 278km/h 

ランク 7 350km/h 超で飛行可能であ

る 

ランク 6 を超えるランクとして設定した。 

  

(3)試験方法 

・想定する最大速度に応じて安全を確保できる高度を飛行すること。 

・原則として任務に必要な装備は全て装備した状態とする。 

・試験実施時の気温・気圧を気象計測システム等を用いて確認する。 

・試験実施時の風速を測定器を用いて確認する。 

・特定の離隔距離を有する 2 地点間を最大速度で通過する際の無人航空機を高速度カメラで撮影し、撮 
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影映像から最大速度を算出する。なお、無人航空機が搭載する校正された速度計を用いても良い。 

・着陸後の残燃料量を計測する。ただし、燃料を搭載しない無人航空機は適用対象外とする。 

・試験結果を以下の条件で補正し、補正結果を基にランクを判定すること。 

a. 標準大気状態に補正する。 

b. 無風状態に補正する。 

c. 燃料半減状態に補正する。ただし、燃料を搭載しない無人航空機は適用対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.3(3) 試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・最大速度での飛行が可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に示

す。 

  

気象計測システム 風速の測定器 

高速度カメラ 

通過点１ 

（スタート） 

通過点２ 

（ゴール） 
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図 6.4.3(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の気温・気圧を計測可能な気象計測システム 

・飛行する高度での風速を計測するための測定器 

・無人航空機の速度を算出するための映像を撮影可能な高速度カメラ※ 

※無人航空機が搭載する校正された速度計を用いても良い。 

 

6.4.4 最低速度 

(1)性能評価の考え方 

最低速度の評価を目的として、無人航空機が飛行できる最低の速度を評価する。最高ランクとしては、情

報配信や定点の継続的かつ詳細な監視等、ホバリングのような低速飛行を要求する任務を想定し、最低ラ

ンクとしては、広域の状況把握等、低速での飛行を要求しない任務を想定する。ランクは特に設定せず、飛

行可能な最低速度を計測し、明記する。 

(2)性能評価基準 

なし 

(3)試験方法 

・6.4.3 最大速度と同様の試験方法とする。 

(4)施設・設備・機器 

・6.4.3 最大速度と同様の施設・設備・機器とする。 

 

滑走

路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛

行コース（図示省略） 
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6.4.5 誘導精度 

(1)性能評価の考え方 

誘導精度の評価を目的として、水平方向、垂直方向の誘導精度を評価する。最高ランクとしては、数 cm の

状況の定量把握任務等の高い誘導精度が必要とされる任務を想定し、最低ランクとしては、通信中継任務

等の広い空域を安全に航行できる数十 m 程度の精度があれば良い任務を想定し、ランクを 6 段階に設定

した。 

(2)性能評価基準 

表 6.4.5(2) 誘導精度のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 誘導精度は水平：50m 超、垂

直：100m 超である 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。誘

導精度が明示されていない無人航空機はこのランクに該

当する。 

ランク 1 水平：50m、垂直：100m の誘

導精度を有する 

水平精度は米国規定上の GPS の最大誤差として設定。

垂直精度は、GPS や準天頂衛星等の垂直精度が概ね水

平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂直精度の 2 倍

の値として設定した。 

ランク 2 水平：5m、垂直：10m の誘導

精度を有する 

水平精度は「ヘリポート」に着陸できる程度の精度として

設定。垂直精度は GPS や準天頂衛星等の垂直精度が概

ね水平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂直精度の 2

倍の値として設定した。 

ランク 3 水平：1m、垂直：2m の誘導精

度を有する 

水平精度は「駐車場」に着陸できる程度の精度として設

定。垂直精度は GPS や準天頂衛星等の垂直精度が概ね

水平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂直精度の 2

倍の値として設定した。 

ランク 4 水平：6cm、垂直：12cm の誘

導精度を有する 

内閣府発行の「準天頂衛星システムの運用等事業 業務

要求水準書(案)」のセンチメータ級測位補強サービスの静

止体に対する要求精度に基づき設定した。 

ランク 5 水平：1cm、垂直：2cm の誘導

精度を有する 

水平精度は RTK-GPS 相当の精度として設定。垂直精度

は GPS や準天頂衛星等の垂直精度が概ね水平精度の

1.5～2 倍程度であることから垂直精度の 2 倍の値として

設定した。 
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(3)試験方法 

・この試験方法は垂直離着陸が可能な無人航空機を対象とした試験方法である。 

・試験実施時の上空 10m の風速が 1m/s 以下であることを測定器を用いて確認する。 

・地面効果を受けないように 10m を基準として基準点上空をホバリングさせた無人航空機の位置を測定器

を用いて計測することで、リファレンスからのズレを算出する。15 秒間の平均誤差を算出し、誘導精度を評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.5(3)  試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ホバリングが可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.5(4)試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

滑走

路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

80m 

150m 

200m 

500m 

46m 

20m､31m 

  

 

水平方向のズレ 

鉛直方向のズ

レ 

試験場所 リファレンス 

位置の測定

誘導後の無人航空機の位置 

風速の測定

10m 
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＜計測設備・機器＞ 

・上空 10m での風速を計測可能な測定器 

・リファレンス（基準点等） 

・航空機の位置を計測可能な測定器 

 

6.4.6 夜間運用 

 4.8 参照 

6.4.7 目視外運用 

 4.9 参照 

 

6.4.8 行動半径 

(1)性能評価の考え方 

行動半径を評価する項目である。特定の離隔距離での行動可否を判定する設定とした。ランクは 9 段階に

設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.4.8(2) 行動半径のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 行動半径は 100m 未満である ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。行動半

径が明示されていない無人航空機はこのランクに該当する。 

ランク 1 100m の行動半径を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・無線 LAN(2.4GHz)の到達距離 

・目視範囲内 

ランク 2 2km の行動半径を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・無線 LAN(5GHz)の到達距離 

・一般的なマルチコプターの電波範囲内 

ランク 3 10km の行動半径を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・東日本大震災の津波最大到達距離 

・福島ロボットテストフィールドの直線飛行コースの距離(約

10km 程度) 

ランク 4 30km の行動半径を有する ・原発事故の防災拠点「オフサイトセンター」の設置距離 

・原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針の避難計

画範囲 
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ランク 5 70km の行動半径を有する 総務省消防庁資料「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関

する検討会」に 70km は救急活動の限界であると考えられる半

径との記述があることにより設定した。 

ランク 6 150km の行動半径を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・総務省消防庁資料「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に

関する検討会」に 150km は情報収集活動に適すると考えられ

る半径との記述があることにより設定した。 

・隣県からの災害派遣を想定すると、沖縄・北海道を除く、45 都

府県庁間距離の最大値(青森-岩手：129.3km)も同程度の距離

である。 

ランク 7 350km の行動半径を有する 国土交通省資料「防災ヘリコプター維持管理・運営事業 業務

要求水準書」の最大航続距離の要求が 700km であり、片道分

(行動半径)の 350km に相当するランクとして設定した。 

ランク 8 350km 超の行動半径を有する 有人ヘリ相当のランクとして設定した。 

・AW139 798km 

・AS365N3 792km 

・BK117 700km 

 

(3)試験方法 

・行動半径は航続性能と無人航空機と地上設備である管制装置間の無線の通達距離のいずれか短い方

により規定される。通信距離に制約がないものは 6.4.1 航続時間に基づき行動半径を評価すること。通信

距離の制約により行動半径が規定される無人航空機は以下の方法により試験すること。 

・地上設備である管制装置と無人航空機の間に障害物・降雪・降水がないことを確認する。 

・受信レベルの変化が測定可能な離隔距離を、地上設備である管制装置と無人航空機の間に確保するこ

と。 

・特定の離隔距離において、無人航空機と地上設備である管制装置間の無線に関する受信レベルを測定

器を用いて計測する。なお、無人航空機システムが搭載する校正された受信レベルの測定器を用いても良

い。 

・測定値に基づき、許容される受信レベルを確保できる行動半径を評価する。なお、許容される受信レベル

とは、正常に無人航空機の状態を受信及び無人航空機の制御が可能な受信レベルを指す。 

・具体的な受信レベルは各機体によって定めること。  
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試験概要図 

 

                        図 6.4.8(3) 試験概要図 

 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・試験に必要な離隔距離を確保可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.8(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・アンテナと無人航空機の間に降雪・降水がないことを確認可能な気象計測システム 

・受信レベルの測定器 ※ 

※無人航空機が搭載する校正された受信レベルの測定器を用いても良い。 

 

試験場所 Ａ 

Ｂ 
ダウンリンクレベル 

アップリンクレベル 

無人航空機と地上設備である 

管制装置間の無線 

無人航空機 

受信レベルの測定

器 

Ａ 

Ｂ 

南相馬～浪江町間の長距離飛行コース（図示省略） 

 10km 以遠の適切な試験地（図示省略） 

福島ロボットテストフィールド全域 

管制装置 
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6.5 任務対応 

任務対応については、撮影、輸送、中継を取り上げる。 

 

6.5.1 撮影 

(1)性能評価の考え方 

災害時の撮影任務に対する対応能力を評価する項目として、撮影対象の位置を標定する精度、搭載可能

な撮影機材の重さ、識別性能、画像の更新レートを評価する。 

(2)性能評価基準 

① 精度 

表 6.5.1(2)① 撮影のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 精度は水平：50m 超、垂直：100m 超である ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。

精度が明示されていない無人航空機はこのランクに該

当する。 

ランク 1 水平：50m、垂直：100m の精度を有する 水平精度は米国規定上の GPS の最大誤差として設

定。垂直精度は、GPS や準天頂衛星等の垂直精度が

概ね水平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂直精

度の 2 倍の値として設定した。 

ランク 2 水平：5m、垂直：10m の精度を有する 水平精度は「ヘリポート」に着陸できる程度の精度とし

て設定。垂直精度は GPS や準天頂衛星等の垂直精

度が概ね水平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂

直精度の 2 倍の値として設定した。 

ランク 3 水平：1m、垂直：2m の精度を有する 水平精度は「駐車場」に着陸できる程度の精度として

設定。垂直精度は GPS や準天頂衛星等の垂直精度

が概ね水平精度の 1.5～2 倍程度であることから垂直

精度の 2 倍の値として設定した。 

ランク 4 水平：6cm、垂直：12cm の精度を有する 内閣府発行の「準天頂衛星システムの運用等事業 業

務要求水準書(案)」のセンチメータ級測位補強サービ

スの静止体に対する要求精度に基づき設定した。 

ランク 5 水平：1cm、垂直：2cm の精度を有する 水平精度は RTK-GPS 相当の精度として設定。垂直精

度は GPS や準天頂衛星等の垂直精度が概ね水平精

度の 1.5～2 倍程度であることから垂直精度の 2 倍の

値として設定した。 
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② 撮影機材の重量 

表 6.5.1(2)② 撮影のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 1kg 未満の撮影機材のみ搭載可能で

ある 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。重

量が明示されていない無人航空機はこのランクに該当す

る。 

ランク 1 1kg の撮影機材を搭載可能である 一般的なマルチコプターに搭載可能な下記未満の小型の

センサを想定して設定した。 

ランク 2 3kg の撮影機材を搭載可能である 一般的なマルチコプターに搭載可能な上記以上の小型の

センサを想定して設定した。 

ランク 3 10kg の撮影機材を搭載可能である 下記未満の中型のセンサを想定して設定した。 

ランク 4 20kg の撮影機材を搭載可能である 上記以上の中型のセンサを想定して設定した。 

ランク 5 55kg の撮影機材を搭載可能である 大型のセンサを想定して設定した。 

ランク 6 55kg 超の撮影機材を搭載可能である ランク 5 を超えるランクとして設定した。 

 

③ 識別性能 

表 6.5.1(2)③ 撮影のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 150m 以遠から 3km２のエリアを識別可能

である 

150m 以遠から土砂災害を識別可能なランクとして設

定した。 

ランク 1 150m 以遠から 122m２のエリアを識別可

能である 

150m 以遠から家屋の被害状況を識別可能なランクと

して設定した。 

ランク 2 150m 以遠から 2m２のエリアを識別可能で

ある 

150m 以遠から人の存在を識別可能なランクとして設

定した。 

ランク 3 150m 以遠から 0.5m２のエリアを識別可能

である 

150m 以遠から 40～50cm 程度の堤防の穴、亀裂等の

有無を識別可能なランクとして設定した。 
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④ 更新 

表 6.5.1(2)④ 撮影のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 映像を伝送できない 映像の記録は可能であるが、機外の伝送はできない無人航空

機を想定して設定した。 

ランク 1 伝送できる(更新レート 1 分超) 上記以上のランクとして設定。 

ランク 2 伝送できる(更新レート 1 分) 防災カメラ並みの更新レートを有する撮影機材を想定して設定

した。 

ランク 3 伝送できる(更新レート 1Hz) 長時間録画に対応した監視カメラ並みの更新レートを有する撮

影機材を想定して設定した。 

ランク 4 伝送できる(更新レート 30Hz) テレビの更新レート並みの更新レートを有する撮影機材を想定

して設定した。 

ランク 5 伝送できる(更新レート 30Hz 超) 上記以上のランクとして設定。 

 

  



 

102 

 

(3)試験方法 

・撮影に関しては、識別性能のみ試験を実施する。精度は 4.5.5 誘導精度、質量は 4.6.2 輸送の試験方法

に従い、更新レートは、設計保証にて性能を保証できるため、試験を実施しない。 

・視程が 5km 以上確保されていることを視程計等を用いて確認する。 

・高度 150m で識別性能のランクに応じた対象を撮影し、識別の可否を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験概要図 

 

 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ランクに応じた対象を撮影可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下

に示す。 
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図 6.5.1(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の視程が 5km 以上確保されていることを確認可能な視程計 

・暗視ゴーグル（夜間に試験を行う場合に作業者の視界確保に用いる） 

なお、暗視ゴーグルの一例を以下に示す。 

メーカー 詳細 

外観 仕様 

阪神交易  ・重量：960g 
・電池寿命：12 時間(IR オン) 

 

6.5.2 輸送 

(1)性能評価の考え方 

輸送能力を評価する項目として、搭載可能なペイロードの重さを評価する。最高ランクとしては、重量のあ

る機材の輸送や、避難所等への大量の物資輸送を行う任務を想定し有人機体並み（前と同じ）、最低ラン

クとしては、孤立地域等に取り残された少数の被災者に最小限の物資を輸送する任務を想定し、ランクを 8

段階に設定した。 

 

滑走路 

ヘリポート 

 
試験飛行用グラウンド 

  

可変式多機能災害模擬施設等 

南相馬～浪江町間の長距離飛行コース（図示省略） 
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(2)性能評価基準 

表 6.5.2(2) 輸送のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 輸送可能なペイロード重量は 3kg 未満で

ある 

ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。

ペイロード重量が明示されていない無人航空機はこの

ランクに該当する。 

ランク 1 3kg のペイロードを輸送可能である 人が一日に必要とする水の量 2.5L を丸め 3kg と設定

した。 

ランク 2 10kg のペイロードを輸送可能である H27 国勢調査結果によると、一世帯平均が 2.38 人で

あるため、防災セット 3 人分の重量を設定した。 

ランク 3 20kg のペイロードを輸送可能である 以下のような重量に相当する数値として設定した。 

・労働基準法で 18 歳以上の女性が運んでよい重量 

・概ね車いす 1 台分の重量 

ランク 4 55kg のペイロードを輸送可能である ・労働基準法で 18 歳以上の男性が運んでよい重量に

相当する数値として設定した。 

ランク 5 350kg のペイロードを輸送可能である ・軽トラック(軽自動車)の最大積載量に相当する数値と

して設定した。 

ランク 6 1000kg のペイロードを輸送可能である ランク 5、ランク 7 の間の区分として設定した。 

ランク 7 1000kg 超のペイロードを輸送可能である 有人防災ヘリ相当のランクとして設定した。 

・AW139 2715kg 

・AS365N3 1949kg 

・BK117 1666kg 

 

(3)試験方法 

・最大ペイロードを搭載した状態で長距離コースを飛行し、必要な到達時間と安定して飛行を達成できるこ

と、及び、4.3.1 離発着性能(離発着面積)の試験を実施し、搭載可能なペイロードの重さを実証する。 

・積載物を吊り下げたり投下する任務を想定する場合は、規定する最高ランク以上の風速で安定して飛行

できることを確認する。 
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図 6.5.2(3) 試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・最大ペイロードを搭載した状態で、必要な到達時間を飛行可能な場所及び、4.3.1 離発着性能(離発着面

積)の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5.2(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・離発着性能(離発着面積)試験参照(4.4) 

ペイロード 
離陸 着陸 

試験場所 

 

滑走

路 

ヘリポート 

 
試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛行コー

ス（図示省略） 
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6.5.3 電波中継性能 

(1)性能評価の考え方 

無人航空機の任務の一つとして、地上局間の各種無線通信の中継局(中継器)として無人航空機を活用す

る事が想定される。この項目は、そのような中継任務に対する対応能力を評価するための項目であり、中

継可能な距離を評価する。ランクは 6 段階に設定した。 

(2)性能評価基準 

表 6.5.3(2) 電波中継性能のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 中継距離は 100m 未満である ランク 1 を満たさない無人航空機を想定して設定した。中継距離

が明示されていない無人航空機はこのランクに該当する。 

ランク 1 100m の中継距離を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・無線 LAN(2.4GHz)の到達距離 

・目視範囲内 

ランク 2 2km の中継距離を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・無線 LAN(5GHz)の到達距離 

・一般的なマルチコプターの電波範囲内 

ランク 3 10km の中継距離を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・東日本大震災の津波最大到達距離 

・福島ロボットテストフィールドの直線飛行コースの距離(10km 程

度) 

 

ランク 4 30km の中継距離を有する 以下のような想定に相当する数値として設定した。 

・原発事故の防災拠点「オフサイトセンター」の設置距離 

・原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針の避難計

画範囲 

ランク 5 70km の中継距離を有する 総務省消防庁資料「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関

する検討会」に 70km は救急活動の限界であると考えられる半径

との記述があることにより設定した。 

 

(3)試験方法 

・規定の中継距離で、無人航空機と地上設備である管制装置間の、電波の受信信号レベルを確認し、中継

可否を判定する。 

・電波中継性能は、以下の方法により試験すること。 



 

107 

 

・送信部、受信部と無人航空機の間に障害物・降雪・降水がないことを確認する。 

・受信レベルの変化が測定可能な離隔距離を送信部、受信部と無人航空機の間に確保すること。 

・特定離隔距離において、無人航空機と受信部の無線に関する受信レベルを測定器を用いて計測する。 

・測定値に基づき、許容される受信レベルを確保できる中継距離を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

試験概要図 

 

(4)施設・設備・機器 

・試験に必要な離隔距離を確保可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を

以下に示す。 

  

送信 

中継 

受信 

受信レベル 

試験場所 

Ａ Ｂ 

C 

送信部 受信部 
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.図 6.5.3(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・送信部、受信部と無人航空機の間に降雪・降水がないことを確認可能な気象計測システム 

・受信レベルの測定器 

 

6.6 安全性 

安全性を評価するに先だち、無人航空機システムが安全性として担保すべき機能は多岐に渡るため、それ

ぞれの運用場面等に応じて、リスクアセスメントを実施する。リスクアセスメントの方法については、JIS B 

9700 のステップメソッドによる反復的リスク低減プロセス説明図（図 1-3）を参照のこと。 

評価したリスクを低減するために、JIS B 9700 のステップメソッドによる反復的リスク低減プロセス説明図

（図 1-3）に示される「本質的安全設計方策」としては、「検出機能」「回復・冗長性・経路逸脱防止」「墜落時

の警告・回避」「衝突回避」があり、「付加保護方策」としては、「衝突時の相手の被害低減」「ジオフェンス機

能」「事故対応」等がある。設定した運用場面等に応じて、これらの対策を取った上でのリスクを評価し、リ

スクが適切に低減されていることを評価すること。 

ここでは、リスクを低減するための方策である「回復・冗長性・経路逸脱防止」「墜落時の警告・回避」「衝突

回避」「事故対応」「衝突時の相手の被害低減」「ジオフェンス機能」を性能評価項目として取り上げる。 

※ジオフェンス機能とは、無人航空機に対し、仮想的な境界を設定する機能のことを指す。 

6.6.1 異常事象に対する検出機能 

(1)性能評価の考え方 

異常発生時の対応能力を評価するための項目として、異常事象に対する検出機能の有無を評価する。異

常発生時の対応機能は複数存在し、機能の内容も個別の無人航空機により多様な設定が考えられ、それ

Ａ 

Ｂ 

南相馬～浪江町間の長距離飛行コース（図示省略） 

 10km 以遠の適切な試験地（図示省略） 

福島ロボットテストフィールド全域 
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らの優劣は一概には判断できない。そのため、異常の内容に対する機能の有無を明示する設定とし、ラン

ク分けはしない。 

(2)性能評価基準 

ランク分けは実施せず、異常の内容に対する対応機能の有無を明示するために下表を設定した。 

  

                  表 6.6.1(2) 異常の内容に対する対応機能 

  

種別 検出機能 

機能名 異常発見前(予知) 異常発生後 

機能説明 異常発生前に異常を予知する機能 異常発生後に異常を検出する機能 

飛行継続

困難な 

異常 

揚力喪失     

推進力喪失     

操縦機能喪失     

無人航空機と地上設備である管制装置間の

無線機能喪失 

    

航法機能喪失     

飛行継続可能な異常     

記載方法：無人航空機システムとしての各機能の有無に応じて、有の場合○を、無の場合×を付ける。 

(3)試験方法 

・意図的に異常を発生させた際に、表示装置等で異常を検出できるかを確認し、検出機能が設計通りに機

能するかを実証する。概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の検出機能に応じ

て設定すること。 

 

 

 

 

 

試験概要図 

 

図 6.6.1(3) 試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・異常発生時対応の各種試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場

所を以下に示す。 

試験場所 

表示装置等を使い、検

出有無を確認 

無人航空機の表示装置等 

異常発生 

異常検出機能 
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図 6.6.1(4) 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

無人航空機の表示装置等が可能な装置 

 

6.6.2 回復・冗長性・経路逸脱防止機能 

(1)性能評価の考え方 

異常発生時の対応能力を評価するための項目として、異常事象に対する回復・冗長性・経路逸脱防止機

能の有無を評価する。異常発生時の対応機能は複数存在し、機能の内容も個別の無人航空機により多様

な設定が考えられ、それらの優劣は一概には判断できない。そのため、異常の内容に対する機能の有無を

明示する設定とし、ランク分けはしない。 

(2)性能評価基準 

ランク分けは実施せず、異常内容に対する対応機能の有無を明示するために下表を設定した。 

 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

 

滑走

路 
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表 6.6.2(2)  異常内容に対する対応機能 

  

種別 異常対処機能 

機能名 回復 冗長性 経路逸脱防止 

機能説明 異常を回復させるための機能 冗長機能を有する 経路逸脱を防止するための機能 

飛行継続

困難な 

異常 

揚力喪失       

推進力喪失       

操縦機能喪失       

無人航空機と地上設備である

管制装置間の無線機能喪失 

      

航法機能喪失       

飛行継続可能な異常       

記載方法：無人航空機システムとしての各機能の有無に応じて、有の場合○を、無の場合×を付ける。 

(3)試験方法 

・意図的に異常を発生させた際に、回復、冗長機能、経路逸脱防止機能等の異常発生時対応機能が設計

通りに機能するかを実証する。概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の回復、

冗長機能、経路逸脱防止機能に応じて設定すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.2(3) 回復機能、冗長 経路逸脱防止機能試験概要図 

 

 

 

 

 

 

試験場所 

許容領域 

回復機能、冗長

経路逸脱防止機能 

異常発生 

許容領域の測定器 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・異常発生時対応の各種試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場

所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.2(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・逸脱防止機能の許容領域の測定器（経路逸脱防止機能） 

 

6.6.3 墜落時の警告及び回避機能 

(1)性能評価の考え方 

異常発生時の対応能力を評価するための項目として、異常事象に対する墜落時の警告、墜落時の回避機

能の有無を評価する。異常発生時の対応機能は複数存在し、機能の内容も個別の無人航空機により多様

な設定が考えられ、それらの優劣は一概には判断できない。そのため、異常の内容に対する機能の有無を

明示する設定とし、ランク分けはしない。 

(2)性能評価基準 

ランク分けは実施せず、異常の内容に対する対応機能の有無を明示する下表を設定した。 

 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

 

滑走

路 



 

113 

 

  

種別 異常対処機能 

機能名 墜落時の警告 墜落時の回避 

機能説明 周囲に自機の墜落を認知させるた

めの機能 

墜落時、相手の存在を認識し、回避

する機能 

飛行継続困

難な 

異常 

揚力喪失     

推進力喪失     

操縦機能喪失     

無人航空機と地上設備である管

制装置間の無線機能喪失 

    

航法機能 

喪失 

    

飛行継続可能な異常     

記載方法：無人航空機システムとしての各機能の有無に応じて、有の場合○を、無の場合×を付ける。 

 

(3)試験方法 

・意図的に異常を発生させた際に、警告機能、回避機能が設計通りに機能するかを判定する。概要は以下

の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の警告機能、回避機能に応じて設定すること。 

 

 

 

図 6.6.3(3)  墜落時の警告及び回避機能 試験概要図 

  

被災者模擬装置 

異常発生 

 

墜落時の警告機能 

異常発

試験場所 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・異常発生時対応の各種試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場

所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.3(4) 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・被災者模擬装置（墜落時の警告機能、回避機能） 

 

6.6.4 衝突時の相手被害低減化機能 

(1)性能評価の考え方 

異常発生時の対応能力を評価するための項目として、異常事象に対する衝突時の相手の被害低減機能

の有無を評価する。異常発生時の対応機能は複数存在し、機能の内容も個別の無人航空機により多様な

設定が考えられ、それらの優劣は一概には判断できない。そのため、異常の内容に対する機能の有無を

明示する設定とし、ランク分けはしない。 

(2)性能評価基準 

ランク分けは実施せず、異常の内容に対する対応機能の有無を明示する下表を設定した。 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

 

滑走

路 
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種別 異常対処機能 

機能名 衝突時の相手の被害低減 

機能説明 衝突時の相手の被害を低減するための機能 

飛行継続

困難な 

異常 

揚力喪失   

推進力喪失   

操縦機能喪失   

無人航空機と地上設備である管制装置間

の無線機能喪失 

  

航法機能喪失   

飛行継続可能な異常   

記載方法：無人航空機システムとしての各機能の有無に応じて、有の場合○を、無の場合×を付ける。 

(3)試験方法 

・意図的に異常を発生させた際に、衝突時の相手の被害低減機能が設計通りに機能するかを判定する。

概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の衝突時の相手の被害低減機能に応じ

て設定すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.4(3) 衝突時の相手被害低減化の試験概要図 

(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・異常発生時対応の各種試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場

所を以下に示す。 

 

 

 

 

衝突緩衝装置 

 

異常発

生

試験場所 
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図 6.6.4(4)試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・逸脱防止機能の許容領域の測定器（経路逸脱防止機能） 

・被災者模擬装置（墜落時の警告機能、回避機能） 

・衝突緩衝装置（衝突時の相手の被害低減機能） 

 

なお、衝突緩衝装置の一例を以下に示す。 

 

メーカー 詳細 

外観 仕様 

J.T. Scurlock  ・寸法：7.6m×10.1m×4.5m 
・重量：約 298kg 

 

6.6.5 ジオフェンス機能  

(1)性能評価の考え方 

ジオフェンス機能（静的・動的）の有無を評価する項目である。現状多くの無人航空機に実装されている、

予め設定した空域を逸脱しないための静的なジオフェンス機能に加え、将来的な実装が予想される天候や

移動体等の変化に対応する動的なジオフェンス機能の有無に関し、ランクを 3 段階で設定した。 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

 

滑走

路 
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(2)性能評価基準 

表 6.6.5(2)ジオフェンス機能のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 ジオフェンス機能を有しない ジオフェンス機能を有しない無人航空機を想定して設定し

た。 

ランク 1 ジオフェンス機能を有する(静的) 予め設定した空域を逸脱しないためのジオフェンス機能を有

する無人航空機を想定して設定した。 

ランク 2 ジオフェンス機能を有する(動的) 天候や移動体等の周囲環境の変化に対応するジオフェンス

機能を有する無人航空機を想定して設定した。 

(3)試験方法 

・測定器を用いて、ジオフェンス領域を明確化する。 

・ジオフェンス機能を作動させ、無人航空機の位置を測定器を用いて確認する。なお、無人航空機が搭載

する校正された位置測定装置を用いても良い。 

・設計通りのジオフェンス領域を無人航空機が逸脱しないかを確認し、ジオフェンス機能を実証する。概要

は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機のジオフェンス機能に応じて設定すること。 

 

 

 

 

 

試験概要図 

 

 

図 6.6.5(3) 試験概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験場所 

ジオフェンス領域 

ジオフェンス領域を計測可

能な測定器 

無人航空機の位置を

計測可能な測定器 
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(4)施設・設備・機器 

＜計測施設＞ 

・ジオフェンス機能の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

 

 

図 6.6.5(4) 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・無人航空機の位置を計測可能な測定器。 

・ジオフェンス領域を計測可能な測定器。 

 

6.6.6 衝突回避 

(1)性能評価の考え方 

衝突回避する性能及び衝突回避される性能を評価するための項目である。衝突回避対象の違いによって

優劣は一概に判断できないため、衝突回避性能として総合的なランク分けはしない。そのため、回避する

ための機能・性能に関しては、各々の衝突回避対象に対する回避可能な相対速度、及び回避実施時に手

動回避/自動回避のいずれであるかを基準とした。 

また、回避されるための機能・性能に関しては、被探知性を向上させるための機能の有無を基準とした。 

(2)性能評価基準 

①回避するための機能 

ランク分けは実施せず、回避するための機能を明示する下表を設定した。 

 

 

滑走

路 

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 

南相馬～浪江町間の長距離飛

行コース（図示省略） 
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回避対象の種別 地物 飛翔物 

回避対象 地形 建造物 木 送電線 自動車 人 鳥 有人 

航空機 

(協調)※ 

有人 

航空機 

(非協調)※ 

無人 

航空機 

(協調)※ 

無人 

航空機 

(非協調)※ 

悪天候 

衝突回避 

機能 

記載方法                         

回避可能な対象： 

自機と回避対象との相

対速度[km/h]の許容値

を記載する。 

 

回避できない対象： 

×を記載する。 

手動回避 

/自動回避

の種別 

無人航空機システムが

有する回避機能が手動

であるか、自動であるか

に応じ、手動回避/自動

回避のいずれかに○を

付けること。 

 

手動回避、自動回避の

定義は以下の通り。 

 

手動回避： 

無人航空機システム

が、衝突の危険性を知

らせるための警告のみ

を自動で操作員に通知

する(衝突回避行動は操

作員が手動で実行する) 

 

自動回避： 

手動回避/自動回避 
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衝突回避行動を無人航

空機システムが自動で

実行する 

※協調：以下のような機能を有することを意味する。 

・自機の飛行情報(位置、速度等)を地上又は他機に対し、送信できる。 

・地上又は他機からの問いかけに対し、意図した通りに応答又は反応できる。 

 

②回避されるための機能 

ランク分けは実施せず、回避されるための機能の有無を明示する下表を設定した。 

 機能有無 

被探知性向上機能 

灯火類 

航空機相当の灯火類 ※1   

航空機未満の灯火類 ※1  

塗色 

背景が空の場合の視認性   

背景が地面の場合の視認性  

電波の反射性能を向上させる機能   

協調性 ※2   

記載方法：無人航空機システムとしての各機能の有無に応じて、有の場合○を、無の場合×を付ける。 

※1 航空機相当の灯火の実効光度は次の表の値以上とする。 

水平面から上又は下の角度 実効光度（カンデラ） 

 0°から  5°まで 

 5°から 10°まで 

10°から 20°まで 

20°から 30°まで 

150 

 90 

 30 

 15 

出典：耐空性審査要領の第Ⅳ部及び第Ⅴ部 回転翼航空機の衝突防止灯の最小実効光度 

※2 協調性：以下のような機能を有することを意味する。 

・自機の飛行情報(位置、速度等)を地上又は他機に対し、送信できる。 

・地上又は他機からの問いかけに対し、意図した通りに応答又は反応できる。 

(3)試験方法 

①回避するための機能 

・視程計を用いて、試験実施時の視程条件を明確化する。 

・試験実施時に降雪・降水がないことを確認する。 

・試験実施時の上空の風速・風向を測定器を用いて確認する。 

・精度が保証された機体の速度計及び慣性航法装置等を用いて、無人航空機と回避対象の相対速度及び

相対位置を計測する。 
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・各回避対象に無人航空機を接近させ、定められた離隔距離において、衝突回避機能・性能が設計通りに

機能することを実証する。 

ただし、実際に無人航空機と衝突回避対象を用いての試験実施が困難な場合は、実際の衝突回避性能・

機能を保証できる適切な代替手段を用いてもよい。この代替手段の一例として、「無人航空機の回避機動

時間計測による衝突回避機能・性能の確認方法」を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.6(3) 試験概要図 

 

◎無人航空機の回避機動時間計測による衝突回避機能・性能の確認方法 

（ア）無人航空機の回避開始から回避完了までの回避機動時間の計測 

・原則として任務に必要な装備は全て装備した状態とする。 

・試験実施時の風向・風速を気象計測システム等を用いて確認する。 

・無人航空機を回避機動の通り飛行させ、無人航空機に取り付けたプリズムをトータルステーションを用い

て追尾し、無人航空機の飛行位置（緯度、経度、標高）の時系列データを取得する。 

なお、トータルステーションは、無人航空機追尾時に太陽光を直視する位置やプリズムとの通視が遮断さ

れる位置を避けて設置すること。 

 

  

相対速度 

衝突を回避す
るための探知
最少距離 

視程計 

気象計測システム 風速・風向の測定器 

回避対象 

離隔距離 
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・回避開始から回避完了までの時間を、取得した飛行位置の時系列データから求める。 

・（イ）衝突回避距離の算出等 

・（ア）の結果から次頁に示すとおり、「R_衝突回避＝衝突回避に必要な距離 ＜ R_監視範囲＝センサ等で

の回避対象を探知する距離であること」を確認する。 

なお、「R_監視範囲」については、適用しているセンサ等の要件に応じて、適切な試験方法により算出する

ものとする。 
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図 6.6.6(3)-1 試験概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

R_衝突回避＝R_離隔＋R_誤差＋（T_更新頻度+T_判断+T_回避）×（V_無人航空機＋V_対象） 

 R_離隔  ＝150m (FAA ニアミス判定距離） 

 R_誤差  ＝位置誤差 

 T_更新頻度 ＝衝突回避装置 or 地上監視装置の更新時間 

 T_判断  ＝（人間の認知遅れ）＋（無人航空機の処理時間） 

 T_回避  ＝回避機動の所要時間 

 V_無人航空機 ＝無人航空機の飛行速度（対地・最大） 

 V_対象  ＝航空機（有人機）の飛行速度（対地・最大＝対気最大＋風速） 

要件は、R_衝突回避＝衝突回避に必要な距離＜R_監視範囲＝センサ等での回避対象を探知する距離で

あること。もしくは、そうなるために、上図に示す時間と速度のパラメータを設定すること。 

 
 

風速計 

位置計測装置 

（無人航空機を追尾） 

回避開始 

回避完了 

鉛直面図 

R_離隔 
H_離隔 

（高度 30m） 

V_対象 

T_回避 T_判断 T_更新頻度 

前回位置 今回位置 回避開始 

回避完了 

R_衝突回避 

安全離隔範囲 

R ： 距離 

T ： 時間 

V ： 速度 

V_無人航空機 

R_誤差 
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②回避されるための機能 

・回避されるための機能が設計通りに機能するか判定する。 

・被探知性向上機能（灯火類）、被探知性向上機能（灯火以外の視認性を向上させる機能）については、視

認性(視認可能距離)の試験同様の試験を実施するが、背景については下記の注意事項を踏まえて試験す

ること。 

・被探知性向上機能（電波の反射性能を向上させる機能）、被探知性向上機能（協調性）については、具体

的な試験方法は個別の無人航空機の機能に応じて設定すること。 

・背景が空の場合の塗色の確認については、運用を想定する夜間、降雨等の背景の状況を考慮して試験

を実施すること。 

・背景が地面の場合の塗色の確認については、運用を想定する人工物の設置状況、植生、地面の状況を 

考慮して試験を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.6(3)-2 電波の反射性向上機能試験概要図 

※6.2.2 視認性(視認可能距離)の試験同様の試験を実施する。 

 

  

送信 

反射 

視認性向上機能（灯火） ※ 

視認性向上機能（灯火以外） ※ 

 

試験場所 
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(4)施設・設備・機器 

①回避するための機能 

＜計測施設＞ 

・衝突回避（回避するための機能）の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの

実施可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.6(4) 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・試験実施時の視程を確認可能な視程計 

・試験実施時の気温・気圧を計測可能な気象計測システム 

・試験実施時の上空の風速・風向を計測するための測定器 

  

ヘリポート 

 
試験飛行

用グラウンド 

 

滑走

路 
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②回避されるための機能 

＜計測施設＞ 

・衝突回避（回避されるための機能）の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドで

の実施可能場所を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.6(4)-1 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド）※ 

 

※被探知性向上機能（灯火類）、被探知性向上機能（灯火以外の視認性を向上させる機能）については、

6.2.2 視認性(視認可能距離)の試験と同様の計測施設とする。 

 

＜計測設備・機器＞ 

・個別の無人航空機により設定する試験に必要な計測設備・機器  

※被探知性向上機能（灯火類）、被探知性向上機能（灯火以外の視認性を向上させる機能）については、

6.2.2 視認性(視認可能距離)の試験と同様の計測設備・機器とする。 

 

6.6.7 事故対応 

(1)性能評価の考え方 

失探防止 ※1、亡失防止 ※2、要因特定につながる各機能の有無を評価することを目的とした項目であ

る。失探防止に関しては位置送信機能の有無を、亡失防止に関しては水没防止機能の有無を、要因特定

に関しては飛行に関するデータの記録可否を、それぞれ評価する。 

ヘリポート 

 
試験飛行

用グラウンド 
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※1 失探防止とは、無人航空機システムに万が一故障等が発生しても位置を把握し続けるための機能で

ある。 

※2 亡失防止とは、無人航空機システムに万が一故障等が水面に不時着した場合でも、水没を防止する

ための機能である。 

(2)性能評価基準 

① 失探防止 

表 6.6.7(2)① 事故対応のランク設定(失探防止) 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 位置送信機能を有しない 位置送信機能の有無でランク分け

した。 ランク 1 位置送信機能を有する 

 

② 亡失防止(水没) 

表 6.6.7(2)② 事故対応のランク設定(亡失防止) 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 水没防止機能を有しない 水没防止機能の有無でランク分け

した。 ランク 1 水没防止機能を有する 

 

③ 要因特定 

表 6.6.7(2)③ 事故対応のランク設定 

ランク 基準（閾値） 閾値の考え方 

ランク 0 飛行に関するデータを記録できない 飛行に関するデータの記録可否で

ランク分けした。 ランク 1 飛行に関するデータを記録できる 

 

(3)試験方法 

①失探防止 

・失探防止機能を作動させ、表示装置等で位置を検出できるかを確認し、失探防止機能が設計通りに機能

するか実証を行う。概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の失探防止機能に応

じて設定すること。 
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図 6.6.7(3)①  失探防止機能の試験概要図 

 

②亡失防止(水没) 

・亡失防止機能を作動させた状態で無人航空機を水上に投下し、亡失防止機能が設計通りに機能するか

実証を行う。概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の亡失防止機能に応じて設

定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.7(3)②  水没防止機能の試験概要図 

 

③要因特定 

・表示装置等でフライトに関する情報の記録可否を確認し、要因特定機能が設計通りに機能するか実証を

行う。概要は以下の通りとし、具体的な試験方法は個別の無人航空機の要因特定機能に応じて設定する

こと。 

 

図 6.6.7(3)③ 要因特定機能の試験概要図 

試験場所 

表示装置等を使い、検出有無を確認 

無航空機の表示装置等 

表示装置等を使

い、検出有無を確認 

無人航空機の表示装置等 試験場所 

5m×5m 程度 1m×1m 程度 

5～12m 

2～8m 

2～8m 

天井クレーン 
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(4)施設・設備・機器 

① 失探防止 

＜計測施設＞ 

・失探防止の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6.6.7(4)① 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・個別の無人航空機により設定する試験に必要な計測設備・機器 

 

  

ヘリポート 

試験飛行

用グラウンド 
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② 亡失防止 

＜計測施設＞ 

・亡失防止の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に

示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.7(4)② 試験場所の例（福島ロボットテストフィールド） 

＜計測設備・機器＞ 

・個別の無人航空機により設定する試験に必要な計測設備・機器 

  

角形水槽（大

水槽、小水槽） 

 

水没模擬市街地

（貯水池） 
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③ 要因特定 

＜計測施設＞ 

・要因特定の試験を実施可能な場所。一例として福島ロボットテストフィールドでの実施可能場所を以下に

示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.7(4)③ 試験場所の一例（福島ロボットテストフィールド） 

 

＜計測設備・機器＞ 

・個別の無人航空機により設定する試験に必要な計測設備・機器 

 

  

ヘリポート 

 
試験飛行

用グラウンド 
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なお、本書に記載している事項については、研究開発プロジェクト※の成果の一部であり、機体やシステムの

安全性や信頼性などを保証するものではない。本書に基づく試験等など本書の利用に関連して利用者また

は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 

 

※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 

 プロジェクト期間は 2017 年度～2021 年度の 5 年間 

 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100080.html 
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