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1 Operation of Small Unmanned Aircraft Systems 

Over Peopleについて 

 

本法令案は、小型無人航空機を人の上空で運航する場合、

夜間に運航する場合の規則を提案するものであり、この規定

に則った運航を行うことにより、免除申請を行うことなく運

航を行うことができるようになる。なお、本提案は、2019年

2月13日に公開された。 

本法令案全体は相当な量であるため、今回は、その内の人

の上空における運航のうちカテゴリー毎の機体要件に焦点を

当てて概説する。 

 

2 人の上空における運航について 

 

2.1 概要 

現在の規則において、人の上空における運航とは、小型無

人航空機が、に直接関係していない人であって屋根等の構造

物の下にいない、又は静止した乗り物に乗っていない人の上

空を飛行することである。こうした運航は、原則として禁止

していたが、状況に応じて免除申請を得ることができるよう

にしていた。 

本法令案では、地上にいる人への安全レベルに応じて、特

定の条件下で許可を与えることとしており、これはカテゴリ

ー1からカテゴリー3までの3段階に分類している。 

 

〇カテゴリー1 

FAA は、0.55ポンド（約 250g）未満の小型無人航空機は、

人の上空において運航をしてリスクが低いと判断した。した

がって、カテゴリー1 に属する小型無人航空機は、追加の要

件無く、人の上空を運航することが可能である。無人航空機

の操縦者は、小型無人航空機の重量が閾値を超えていないこ

とを計量等により確認する責任を有する。また、この重量は、

離陸から着陸までの全ての状況に適用されることから、なん

らかの荷物を取り付ける場合は、荷物を含んだ重量が閾値を

超えないようにする必要がある。 

なお、次カテゴリー以降では、小型無人航空機の回転翼部

品（プロペラ）の露出防止に係る要件設定等を行っているが、

これら要件もカテゴリー1 に属する小型無人航空機は対象と

ならない。これは、カテゴリー1 の小型無人航空機の露出し

た回転翼部品による人体へのリスクが低いと考えているため

である。 

 

〇カテゴリー2 

カテゴリー2は、重量が0.55ポンドを超える無人航空機が対

象であるが、重量ベースの分類分けではなく、人に衝突した

場合の傷害の度合いによって設定されるパフォーマンスベー

スの分類分けとなっている。よって、小型無人航空機の製造

事業者は、この要件を踏まえ、任意の方法で無人航空機を設

計できる柔軟性を持っている。 

カテゴリー2の小型無人航空機の要件は3点からなってる。

1 点目は、小型無人航空機は、人との衝突時に、剛体からの

11ft-lb（約15N-m）の運動エネルギーの伝達に起因する傷害

よりも小さい傷害となるように設計することが求められる。

よって、製造事業者は、重量、速度、高度制限、材料及び技

術的なフェールセーフ機能等を考慮して、無人航空機を自由

に設計することができる。これは、例えば、速度制限をかけ

ることにより重量を相殺する手法、衝撃による傷害を軽減・

防止できるよう高度な材料又は構築方法を用いる手法、落下

速度を遅くしたり、制御喪失時に人から離すようにする機能

を付加する手法など、様々な技術的対策が考えられ、これら

は製造事業者のアイデアに委ねられている。 

2 点目は、小型無人航空機は、人体の皮膚を切り裂く可能
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性のある回転部分を露出しないようにすることが求められる。

この要件を満たす手法としては、例えば、衝撃による裂傷か

ら皮膚を保護するための覆いを設けること、外部回転翼部品

のない設計とすること等が考えられ、これらは製造事業者の

アイデアに委ねられている。 

3点目は、FAAで特定された安全上の欠陥がある場合、人の

上空における運航は認められないということである。これは、

人の上空において運航した場合に傷害を引き起こす可能性が

低くない材料、コンポーネント及び機能のことであり、例え

ば、露出したワイヤ、高温の表面、鋭いエッジ、不完全な構

造、ソフトウェアの破損等の危険な状態が含まれる。 

カテゴリー2 の小型無人航空機を使用して人の上空におけ

る運航を行う場合、製造事業者は、FAA に対して、要件を満

たしていることを実証する必要がある。FAA に準拠している

と実証された後に、人の上空における運航を行うことができ

る。 

 

〇カテゴリー3 

カテゴリー3 は、カテゴリー2 より傷害の度合いに関する

要件が緩和されているが、その代わりに操縦に制限をかける

ことにより、人へのリスクを低減する分類分けとなっている。 

カテゴリー3 の小型無人航空機の要件も 3点からなってい

る。1点目は、小型無人航空機は、人との衝突時に、剛体から

の25ft-lb（約34N-m）の運動エネルギーの伝達に起因する傷

害よりも小さい傷害となるように設計することが求められる。

この閾値が高いことから、小型無人航空機を選択する際に、

より幅広い重量、速度、高度、素材及び技術要因を選択する

ことができる。 

2点目は、カテゴリー2と同じ要件であり、小型無人航空機

は、人体の皮膚を切り裂く可能性のある回転部分を露出しな

いようにすることが求められる。 

3点目も、カテゴリー2と同じ要件であり、FAAで特定され

た安全上の欠陥がある場合、人の上空における運航は認めら

れないということである。 

更に、カテゴリー3 においては、運用上の要件がある。傷

害の度合いに係る閾値が高いため、地上の人が負傷するリス

クが高く、このリスク増加を管理するため、3 点の運用上の

要件が設けられている。1 点目は、野外での集会等人が集ま

る場所の上空における運航を禁止することである。2点目は、

運航は、閉鎖又はアクセス制限されたエリア内又はその上空

でおこなわなければならないことである。また、そのサイト

内の全ての者に対して、小型無人航空機が上空を飛行する可

能性があることを通知しなければならない。3 点目は、閉鎖

又はアクセス制限されたエリア外を飛行する場合、小型無人

航空機を通過させることはできるがホバリングをしてはなら

ないことである。 

カテゴリー3 の小型無人航空機を使用して人の上空におけ

る運航を行う場合、製造事業者は、FAA に対して、要件を満

たしていることを実証する必要がある。 

 

2.2 詳細 

〇定義 

「傷害（Casualty）」について、FAAでは、軽傷から死亡に

至るものまでの 6 段階のレベル分け（AIS：Abbreviated 

Injuary Scale）をしており、その内レベル3以上の傷害を重

大なものとして考えている。AIS は、もともと車両の衝突に

関して、いくつかのパラメーター（エネルギーの散逸、生命

への脅威、恒久的に残る障害、治療期間、発生率）を使用し

て解剖学的に定義された分類分けであるが、DOT や多くの欧

米の研究等では、これを様々な衝突の指標として採用してい

る。AISは以下の6レベルである。 

AIS Level 1：Minor Injury 

AIS Level 2：Moderate Injury 

AIS Level 3：Serious Injury 

AIS Level 4：Severe Injury 

AIS Level 5：Critical Injury 

AIS Level 6：Non-Survivable Injury 

FAAでは、「傷害の可能性が低い」というフレーズを利用し

ているが、これは、AISレベル 3 以上の傷害を起こさないよ

うにすることを目的としている。なお、特段の定義やフレー

ズはおいていないが、FAA としては、「致命的な傷害」とは、

AISレベル6に相当する傷害だと想定している。 

 

〇カテゴリー1の運航 

カテゴリー1の無人航空機については、ARC（Micro Unmanned 

Aircraft Systems Aviation Rulemaking Committee）より、

傷害のリスクレベルが非常に低いため、パフォーマンス基準

及び運用制限は必要無い、という結論がなされたカテゴリー

である。これは、①FAAのDr. Paul Wildeによる、深刻な傷

害となる可能性が従来と変わらないという例示、②ASSUREに

属するアラバマ大学のMr. Arterburnによるスポーツイベン

トにおける傷害とリスクの関連性のデータ、③無人航空機の

登録タスクフォースにおける重量閾値の検討に基づいて結論

付けられたものである。こうした検討を踏まえ、FAA では、

0.55ポンド以下の小型無人航空機については、人の上空にお

ける運航をしても傷害のリスクは低いと判断した。 
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FAAでは、カテゴリー1の運航は、ほとんどが航空写真で用

いられると予想している。例えば、結婚式における撮影、子

供のスポーツイベントでの撮影、自画像の撮影などである。 

なお、小型無人航空機の重量が 0.55 ポンド以下であるこ

との責任は、無人航空機の操縦者にあることに注意する必要

がある。場合によってカメラやバッテリーを追加・変更する

ことが考えられるが、こうした変更を行った後に 0.55 ポン

ド以下であることを確認する必要があり、0.55ポンドを超え

た場合には、カテゴリー1 として運航をする資格は失われる

こととなる。 

 

〇カテゴリー2又はカテゴリー3の運航 

「安全レベル」 

今回の提案では、傷害が受け入れ可能なものか判断する閾

値を設定する際に、AIS を踏まえた衝突による運動エネルギ

ーを制限する安全レベルを確立することを提案している。 

補足 NPRM である「Licensing and Safety Requirements 

for Launch」では、商業用宇宙船打ち上げに伴う不活性デブ

リによる傷害リスクの許容レベルのコンセプトについて議論

しているが、このコンセプトを踏まえ、小型無人航空機の傷

害レベルについても検討をしたものである。 

運動エネルギーの閾値である11ft-lbs 、25ft-lbs は、民

間宇宙事業の安全規則である14 CFR part417 の発射安全規

則、およびRCC（Range Commander’s Council）の基準を根

拠としている。特に14 CFR part417では、民間の宇宙船発射

において発生する不活性デブリが、屋根など構造物の下にい

ない人へ与える傷害（鈍的外傷、押し潰しによる外傷）レベ

ルの閾値として、11ft-lbs を設定している。また、RCC321等

においてもこの閾値を用いている。なお、RCC321では、11ft-

lbs が AIS レベル 3 以上の傷害の発生確率を低く抑えるた

めに必要な値であることを規定しているとともに、25ft-lbs

を、屋根など構造物の下にいない人への致命的な傷害の発生

を低くするための値として規定している。なお、本提案では、

機体のどの部分が人と衝突するかは考慮しておらず、典型的

な故障ケースにおける最悪のシナリオでの衝突をベースとし

て判断することとされている。 

なお、こうした設定は、金属片など剛体の衝突を想定した

ものであり、小型無人航空機のようなものが衝突する際には、

弾力性や小型無人航空機自体の損壊などにより、傷害を起こ

させる運動エネルギーは小さくなるものと思われる。そのた

め、今後、小型無人航空機からの衝突時に発生する運動エネ

ルギーの伝達を考慮した試験方法その他の適合性証明方法が

開発されることが期待されている。 

なお、エネルギーの伝達について、FAA では、単位面積あ

たりのエネルギーではなく、総運動エネルギーを用いること

を提案しているが、これは実際の衝突が、機体の形状、サイ

ズ、人との位置関係など多くの要因により、衝突時の面積が

大きく変化しうるためである。 

エネルギー伝達については、製造事業者は業界のコンセン

サス規格を用いてもよいが、独自に改良した方法により測定

することを提案してもよい。FAA は、その方法が適切かどう

か判断し、受け入れ可能と判断した際にはその方法を用いた

適合性宣言を行うことができる。 

 

「回転部分の露出」 

プロペラなど露出した回転部分は、人と接触した場合に裂

傷等の重傷を引き起こす可能性が高く、その危険性を避ける

ように設計する必要があると判断されている。これは、上記

のエネルギーの伝達を考える安全レベルでは十分にリスクを

軽減できないため、特に設けた規定である。 

ASSUREでは、既存の小型無人航空機の設計において、衝突

による傷害よりも切断や裂傷による傷害の方が大きいという

研究結果を出した。また、この研究では、ブレードの先端速

度、鋭さなどが裂傷の度合いに大きく影響を与えるとされて

いる。こうした研究結果を踏まえ、FAA では、人の上空を運

航する小型無人航空機において、露出した回転部分を持たな

いことを要件とすることとした。 

製造事業者は、この要件を確認するにあたり、例えば、プ

ロペラがダクト付きのファン構成などで無人航空機の内部に

あり、衝突によっても人と接触しないようになっている場合、

要件が満たされていると判断される。逆に、衝突によって小

型無人航空機が壊れ、回転部分が人と接触する場合は、要件

を満たさないと判断される。 
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