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1. 背景 

 

米国における小型無人航空機（いわゆるドローン）の運航

の拡大を図るため、人の頭上を運航する場合の基準案及びリ

モート ID に関する基準案がそれぞれ 2019 年 2 月及び 2019

年12月に米国連邦航空局（FAA）より公表され、その内容に

ついては過去のレポート 1),2),3),4),5)にて紹介している。今般、

パブリックコメントを通じて提出された意見の検討を経て、

この2つの基準が2021年1月に正式にFAAより公表 6),7)され

た。基準の公表時における施行日は3月16日であったが、米

国政府内において追加のレビューを行う時間を確保するため、

4月以降に施行される予定となっている。 

当初の基準案からはいくつかの重要な変更が行われている

ため、基準案からの変更点を含め、それぞれの基準の概要に

ついて次節で説明する。 

 

2. 公表された基準の概要 

 

2.1 人の頭上を運航する場合の基準 

2016年にFAAが公表した従来の規則である連邦航空規則パ

ート107においては、個別の許可を得た場合を除き、小型無

人航空機が夜間又は人の頭上を運航することは認められてい

ない。このパート107を改正することにより、制限を緩和し、

一定の条件の下で小型無人航空機が夜間又は人の頭上を繰り

返し運航することを可能とすることが、新たな基準の目的で

ある。 

新たな基準では、運航に使用する小型無人航空機に応じて、

カテゴリーを 1～4 に分類しており、その具体的な内容は以

下のとおりである。基準案からの変更点としては、まず、カ

テゴリー1 の小型無人航空機についても、回転する部品が外

側に露出していないことが追加で求められている。また、人

の頭上を運航可能な小型無人航空機として、カテゴリー4 の

分類が追加されている。 

カテゴリー1： 全備重量が0.55ポンド（約250グラム）以

下であり、回転する部品が外側に露出していないもの。 

カテゴリー2： 剛体による 11 フィート重量ポンド（約 15

ジュール）の運動エネルギーの衝撃からの傷害以上の

傷害を与えないものであり、回転する部品が外側に露

出していないもの。 

カテゴリー3： 剛体による 25 フィート重量ポンド（約 34

ジュール）の運動エネルギーの衝撃からの傷害以上の

傷害を与えないものであり、回転する部品が外側に露

出していないもの。 

カテゴリー4： 連邦航空規則パート 21 に基づく耐空証明

の発行を受けて運航されるもの。 

夜間の運航については、上記のカテゴリーにかかわらず、

その運航を実施する前までに、小型無人航空機のリモート・

パイロットが試験又はオンラインでの訓練を修了することを

求めるとともに、小型無人航空機が3マイル先から視認可能

な衝突防止灯を装備することを求めている。この夜間の運航

については、基準案からの特段の変更点はない。 

人の頭上の運航については、上記のカテゴリーに応じて要

件が異なっている。まず、カテゴリー1 の小型無人航空機に

ついては、開かれた空域を飛行するにあたり、次項のリモー

ト ID が求められるものの、人の頭上を運航するための追加

の手続きは不要である。 

カテゴリー2 の小型無人航空機については、開かれた空域

を飛行するにあたり、リモート ID が求められるとともに、

FAA が認める適合性証明方法に適合することの宣誓と FAAに

よるその受け入れが求められる。 
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カテゴリー3 の小型無人航空機については、開かれた空域

を継続的に飛行することはできず、制限された範囲内でその

範囲内の全ての者に対して飛行の通知が行われる場合等、極

めて限定された条件でのみ、人の頭上の運航が認められる。

この場合において、FAA が認める適合性証明方法に適合する

ことの宣誓とFAAによるその受け入れが求められる点につい

ては、カテゴリー2と同様である。 

カテゴリー4 の小型無人航空機については、承認された飛

行規程の制限に従って運航するとともに、開かれた空域を飛

行するにあたりリモートIDが求められる。 

基準案からの変更点として、カテゴリー1、2及び4の小型

無人航空機が開かれた空域を飛行するにあたり、リモートID

が求められることとされた。 

また、カテゴリー2 及びカテゴリー3 の小型無人航空機に

関し、与える障害が規定された範囲内であること及び回転す

る部品が外部に露出していないことの適合性証明方法につい

ては、2021年2月にFAAが公表したアドバイザリー・サーキ

ュラー（AC）107-2A8)にその方法の例の 1 つが記載されてい

る。なお、このACに記載された方法はかなり保守的な証明方

法であるため、その他の適合性証明方法について国際標準化

団体により約1年後の策定に向けて検討が行われるとともに、

申請者が独自の方法をFAAに提案することも可能となってい

る。 

新たな基準が施行された後、カテゴリー1 に該当する小型

無人航空機は、リモートIDの要件を満たすことにより、直ち

に人の頭上の運航が可能となる。また、カテゴリー2 及びカ

テゴリー3 の小型無人航空機は、適合性証明方法に適合する

ことの宣誓を FAAに提出し、FAA が受け入れた後に人の頭上

の運航が可能となる。なお、AC 107-2Aにおいて、FAAが受け

入れた全ての宣誓については、FAA のウェブサイトで公表さ

れることとなっている。 

適合性証明方法に適合することの宣誓をFAAが受け入れた

後、安全上の問題が判明し、それが解決されない場合には、

FAAがその宣誓の無効を提案し、30日以内に異議の申し立て

を行うよう求める。30日以内に異議の申し立てがなされない

場合、その宣誓は無効となり、無効となったことがFAAのウ

ェブサイトで公表されることとなっている。なお、FAA が緊

急と判断した場合には、意義の申し立てを求めるプロセスを

行わずに、宣誓を無効とすることも可能となっている。 

 

2.2 リモートIDに関する基準 

2015年にFAAが公表した従来の規則である連邦航空規則パ

ート48においては、全備重量が0.55ポンド（約250グラム）

を超える全ての小型無人航空機について、機体の登録及び識

別子の機体への表示を求めているが、機体の飛行中にその表

示を確認することはできない。従って、このパート48に加え

てパート 89 を新設することにより、飛行中の機体がその識

別及び位置情報を提供可能とすることが、新たな基準の目的

である。 

リモート ID に関する基準の対象となる機体は、全備重量

が0.55ポンド（約250グラム）以下かつ娯楽用に使用される

機体、及び米軍で使用される機体となっており、全ての公共

用の機体は基準の対象となる。 

リモート ID に関する基準の適合方法としては、標準リモ

ート ID、リモート ID放送モジュール及び FAAが認識した識

別エリア（FAA Recognized Identification Area：FRIA）と

いう 3 つの方法が規定されており、基準の施行日から 30 か

月後以降、全ての小型無人航空機はこのいずれかの方法に従

うことが求められる。基準案からの変更点として、運航され

る機体への義務付けの開始が、36 か月以降から 30 か月以降

へと短縮されている。 

標準リモートIDは、リモートIDの能力を小型無人航空機

に組み込むものであり、基準の施行日から 18 か月以降に製

造される機体については、標準リモート ID の方法に依るこ

とが必須とされる。標準リモート ID に含まれる具体的な情

報は、機体の識別子、位置及び高度、速度、操作ステーショ

ンの位置及び標高、時刻並びに非常時のステータスとなって

いる。基準案からの変更点として、製造される機体への義務

付けの開始が、24 か月以降から 18 か月以降へと短縮されて

いる。 

リモート ID 放送モジュールは、既存又は自作の小型無人

航空機に取り付ける、リモート ID を放送するためのモジュ

ールである。リモートID放送モジュールの方法に依る場合、

機体を目視外で運航することは認められない。また、リモー

ト ID 放送モジュールにより放送される具体的な情報が、標

準リモート ID の方法とは一部異なっており、操作ステーシ

ョンの位置及び標高の代わりに離陸の位置及び標高が必要と

され、また、非常時のステータスについては不要となってい

る。 

FAA が認識した識別エリアとは、コミュニティなどからの

申請に基づき、リモート ID を放送することなく運航するこ

とを FAAが認めたエリアである。FAA が認識した識別エリア

の方法に依る場合、機体を目視外で運航することは認められ

ない。このエリアの申請があった場合、FAA は空域、安全性

及びセキュリティ等を評価した上で承認を行うこととなって

いる。この承認は原則として48か月間有効（更新も可能）と
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なるが、安全性やセキュリティの理由により承認が取り消さ

れる場合がありうる。基準案からの変更点として、コミュニ

ティに加えて教育機関からこのエリアの申請を行うことが可

能とされている。 

標準リモートID及びリモートID放送モジュールについて

は、その性能要件がパート 89 のサブパート D に規定されて

いる。放送される情報を個人用の無線機器で受信可能とする

ため、WiFiやBluetoothなどの周波数帯が使用されることと

なっている。基準案からの変更点として、標準リモートIDに

ついては、インターネットを通じてFAAが委託するリモート

IDサービス提供者に送信する能力の要件が削除され、機体自

体から周囲に直接発信する能力の要件のみとなった。また、

基準案ではインターネットを通じた送信の能力のみを要求す

る「制限されたリモートID」が提案されていたが、これがリ

モート ID 放送モジュールに変更された。このインターネッ

トを通じた送信の能力について、FAA は現時点では時期尚早

と判断し、今後更なる検討を行うこととしている。 

性能要件に対する具体的な適合性証明方法については、申

請者が独自の方法をFAAに提案することも可能であるが、国

際標準化団体により業界標準が策定されることが期待されて

いる。なお、FAA が適合性証明方法を受け入れた場合、その

旨が連邦官報に公示される。受け入れ後に性能要件を満たさ

ないと判断された場合、受け入れの取り消しも同様に連邦官

報に公示される。 

 

3. おわりに 

 

リモートIDに関する基準案に対しては、5万3千件を超え

るコメントが提出され、FAA 内部で検討が行われた結果、機

体自体から周囲に直接発信する能力の要件のみに絞り込まれ、

インターネットを通じて FAA が委託するリモート ID サービ

ス提供者に送信する能力の要件が削除されるという大幅な変

更が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことは、小型無人航空機の活用が拡大し、飛行中の機

体の識別が法執行機関などにおける喫緊の課題となっている

現状への対応を優先したものである。一方で、飛行中のリア

ルタイムの位置情報を利用した本格的な無人航空機の交通管

理（UAS Traffic Management：UTM）の実現には、インターネ

ットを通じた送信の能力が不可欠と考えられるため、FAA に

おける今後の検討に引き続き注目する必要がある。 
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