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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に関する適合性の証明等に焦点を当てて

概説する。 

 

2 人の上空における運航について 

 

2.1 概要 

〇傷害の閾値への適合性 

小型無人航空機を利用して、カテゴリー2又はカテゴリー3

の人の上空における運航を行う前に、製造事業者は、FAA に

対して要件への適合性を示す必要がある。この適合性の説明

は、有人航空機におけるプロセスと基本的に同等である。 

製造事業者は、適合性証明方法を利用して、適合性を示す

証拠をFAAに提供することが求められる。この適合性証明方

法は、製造事業者等において様々な方法が考案されることが

期待されており、FAA は、提案された適合性証明方法により

適合性を正確に実証できると判断した場合にその方法を受け

入れることとなる。なお、受け入れられた適合性証明方法は、

商業的に価値のある情報を除いた形で、一般的な情報のみが

公開される。また、製造事業者は、受け入れられた適合性証

明方法を用いて、小型無人航空機が要件を満たしていること

を確認し、適合性宣言を FAA に提供する。FAA は、その宣言

が受け入れ可能かどうか判断し、受け入れられた小型無人航

空機はリストに掲載され、公開される。 

なお、FAAは、小型無人航空機がカテゴリー2及びカテゴリ

ー3の両方の運航を可能とする 2 つの動作モードを有する場

合、そのモードが誤って切り替わることを防ぐ方法があれば

認めることとしている。これは、例えば、ソフトウェアによ

り速度又は高度を制限することにより、荷物を運ばない時は

カテゴリー2の運航を行い、荷物を運ぶ時はカテゴリー3の運

航を行うといったことができる。 

 

2.2 詳細 

〇定義 

「適合性宣言（Declarelation of Compliance）」について、

FAA では、現在の法令上、小型無人航空機について耐空性の

基準を認定していない。その代わり、FAA では、製造事業者

の適合性宣言に依存して、航空機の製造元及び小型無人航空

機のモデルが、製造時に要件に適合していることを確認する

こととしている。 

 

〇適合性証明方法 

カテゴリー2及びカテゴリー3の要件は、いずれもパフォー

マンスベースの要件であり、適合するための方法は多様であ

る。FAA としては、関係者がすぐに適合性の実証が行うこと

ができるように、一つの方法を提示することとしているが、

その方法以外の方法を製造事業者が提案することは可能であ

る。その場合、その方法を承認するプロセスを経ることとな

る。 

 

〇FAAが提供する適合性証明方法 

この提案は、試験、分析、検査又はこれら任意の組み合わ
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せによって適合性を示すための方法の一つの例である。 

「試験：運動エネルギーの伝達」 

衝突時の運動エネルギーに関する基準として、FAAが 提案

する適合性証明方法は、機体の最大パフォーマンス能力をベ

ースに、典型的な故障における小型無人航空機から人へ伝達

される運動エネルギーを算出する方法である。この方法を用

いる場合、製造事業者は、2つの測定を行う。1つ目は、典型

的な運航環境下における水平方向の速度である。これは、GPS

対地速度インジケーター、レーダー銃、又は巻尺とストップ

ウォッチなどにより十分に信頼性及び精度が高い速度を測定

する。2 つ目は、到達可能な最高高度から無動力の自動落下

となった場合の地上衝突速度である。なお、この落下試験が

困難な場合は、効力係数などの空力特性を決定することによ

って求めることも認められる。 

こうした速度を求めた後、製造事業者は、これら速度の組

み合わせによる最大速度を決定し、以下の数式から衝突時の

運動エネルギーを算出する。 

KEimpact(ft-lbs)=0.0155*w*v2 

wは機体重量（ポンド）、vは最大速度（ft/s） 

なお、この方法では、パラシュート、弾道回復システム、

その他の展開可能なデバイスは考慮しておらず、こうしたも

のを考慮する場合は、独自の変更された適合性証明方法とし

て提出する必要がある。 

上記の数式からカテゴリー毎の重量と最大速度の関係をま

とめると以下のとおりである。 

・カテゴリー2の場合 

重量1.0ポンド ⇒ 最大速度26ft/sec 

重量1.5ポンド ⇒ 最大速度22ft/sec 

重量2.0ポンド ⇒ 最大速度19ft/sec 

重量2.5ポンド ⇒ 最大速度17ft/sec 

重量3.0ポンド ⇒ 最大速度15ft/sec 

・カテゴリー3の場合 

重量1.0ポンド ⇒ 最大速度40ft/sec 

重量1.5ポンド ⇒ 最大速度33ft/sec 

重量2.0ポンド ⇒ 最大速度28ft/sec 

重量2.5ポンド ⇒ 最大速度25ft/sec 

重量3.0ポンド ⇒ 最大速度23ft/sec 

この数式及びそれに基づく関係性は、衝突時に小型無人航

空機から人へ運動エネルギーが全て伝達されることを想定し

ているため、構造、材料その他の設計上の措置により、伝達

される運動エネルギーを減らすように機能させた場合、上記

の数式を独自に変更することも考えられる。こうした設計上

の特徴は、小型無人航空機の機能に依存しており、FAA は、

評価する際に、その実現性及び減少する運動エネルギーにつ

いて確認することとなる。 

「試験：露出した回転部分」 

試験の説明、結果及びデータを提出することにより、人の

皮膚を裂傷させる危険性のある回転部分が含まれていないこ

とを示すこととなる。プロペラガードなどの安全機能を備え

ている場合は、この安全機能を試験し、衝突時であってもそ

の機能が有効であることを示す必要がある。 

回転部分が露出している場合、試験、分析、検査を通じて、

最大回転数で衝突した場合であっても人の皮膚を裂傷させな

いことを示すことが必要である。これは、回転部品のサイズ、

形状、回転速度、材料及び向きを考慮した試験結果及びデー

タ等を提出することにより示す必要がある。なお、皮膚を模

擬した媒体を用いて試験を行うことができるが、この場合は

媒体の情報も求められる場合がある。 

 

「分析：運動エネルギーの伝達」 

衝突時に伝達される運動エネルギーの量を予測する分析が

含まれる場合、人との衝突モデルに小型無人航空機の空力効

果を組み込むことが求められる。こうしたシミュレーション

では、計算流体力学及び有限要素モデリングを使用すること

ができる。 

独自に変更した適合性証明方法をFAAに提案する場合、分

析又は検証試験を含めて、シミュレーションが正当である旨

の説明をする必要がある。こうしたデータには、空気力学的

モデリングの有効性、衝突運動エネルギー量の計算に使用さ

れるモデリング手法の確立も説明する必要がある。 

 

「分析：露出した回転部分」 

分析において示す場合は、小型無人航空機のプロペラを最

大回転数でモデル化した検証データ、有限要素モデリングの

シミュレーションにおけるプロペラの材料選択及び人の皮膚

の強度特性を含めることとし、裂傷特性が決定される必要が

ある。 

 

「検査：運動エネルギーの伝達」 

製造事業者は、小型無人航空機が要件に適合していること

を検証する検査を実施し、その結果を提出することができる。

例えば、FAA が以前に要件を満たしていると判断した小型無

人航空機のモデルについて、製造事業者が元の部品よりも軽

量な部品に交換した場合は、変更後も引き続き満たしている

と判断することができる。この場合、製造事業者は、新しい

部品によって小型無人航空機の全体的な重要及び構造の変化
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が無く、衝突時に伝達される運動エネルギーが増加しないこ

とを示すデータを提供する必要がある。 

「検査：露出した回転部分」 

プロペラガードなどを備えた小型無人航空機について、プロ

ペラの交換又は改良を行った場合に、以前に承認された適合

性証明方法で規定されたプロペラと同じサイズ、重量など要

件があった設計である場合、以前の適合性証明方法を再試験

を行う必要は無く、検査を通じて、適合性を確認することが

できる。 

 

〇コンセンサス規格団体の適合性証明方法 

コンセンサス規格団体とは、RTCA（Radio Technical 

Commission for Aeronautics）、ASTM（American Society for 

Testing and Materials） International、SAE（Society of 

Automotive Engineers）、IEEE（Institute of Electrical and 

Electronics Engineers）などがあり、FAAは議論の場に参加

するなど協力関係にある。こうした団体が主導となって適合

性証明方法が開発されることをFAAは期待している。 

 

〇適合性証明方法の独自の変更 

製造事業者や個人が、要件を満たすための適合性証明方法

を開発し、FAA に提案をすることができる。こうした適合性

証明方法は、FAA によって包括的に評価され、その方法を使

用してもよいか判断される。 

FAA は、評価するにあたり、提案内容が適切な安全性レベ

ルを満たしていることを実証する試験、分析、検査を行う。

また、FAA は、医療業界、消費者安全グループ等によって確

認されている試験方法、分析を行う場合がある。また、操縦

者に不合理な技量を求めていないかどうかを判断する。また、

展開可能なデバイス、パラシュートなど設計に対応している

かどうかを判断する。 

 

〇適合性証明方法の提出及びFAAによる承認 

適合性証明方法は、FAA に提出され、承認されてから、用

いることができるものである。提出にあたっては、製造事業

者が試験、分析、検査によって適合性を確認したうえで、そ

の方法の詳細な説明を提供する必要がある。また実証データ、

データの判定方法、研究データなども提供する必要がある。 

FAA は、適合性証明方法を評価し、受け入れられると判断

した場合、Federal Registerに Notice of Availabilityを

発行し、また申請者に受け入れた旨のレターを送付する。FAA

が、受け入れられないと判断した場合、根拠とともにその旨

を申請者に通知することとなり、適合性宣言に当該適合性証

明方法が用いることができないこととなる。 

なお、FAA が、実際の運用履歴から適合性証明方法が要件

を満たしていないと判断した場合、過去に承認していた適合

性証明方法を取り消すこともある。 

 

〇複数のカテゴリーで運航が可能な小型無人航空機 

小型無人航空機において、ハードウェア構成又はソフトウ

ェア構成を組み合わせることにより、複数モードを有するこ

とができる。この場合、それぞれの構成において、それぞれ

のカテゴリー要件への適合性を示す必要がある。また、モー

ドを変更する場合は、誤って変更することがないようにする

ことが求められる。これは例えば、操縦者が運用モードを意

図的に変更するためのパスコードを入力する方式などの措置

が考えられる。 

なお、適合性宣言は、モード毎ではなく、１つでよい。宣

言のなかにおいて、製造事業者は、小型無人航空機が適合し

ているカテゴリーと、そのカテゴリーに使用される適合性証

明方法を識別することが求められる。 

 

〇適合性宣言 

FAA は、製造事業者を小型無人航空機を設計、製造又は改

造する個人又は事業主体と考えており、具体的には、小型無

人航空機を製造・販売している事業者、小型無人航空機の全

てのコンポーネントや部品を含むキットを販売している事業

者、キットとして販売されていない部品から小型無人航空機

を作成する者、既存の小型無人航空機を（元製造事業者の示

す改造の許容範囲を超えて）改造する者などが該当する。 

そのため、製造事業者の整備指示等に基づいてコンポーネ

ントや部品の整備・交換を行う場合は製造事業者とみなされ

ないが、製造事業者による整備指示や交換部品の提供が無い

場合は、そうした交換を行った場合は製造事業者とみなされ

ることとなる。 

製造事業者は、カテゴリー2 又は 3の運航を行う小型無人

航空機について、適合性宣言を提出し、①小型無人航空機の

所有者及びFAAに対して、危険な条件を通知するプロセスを

構築・維持していること、②FAA により特定された安全上の

欠陥が修正されてること、③FAA が施設、技術データ、製造

機体を検査し、適合性を判断するために必要な試験に立ち会

えることができるようにすることを示し、また、FAA に承認

された旨の通知を受け取った後、機体にラベルを付けること

となる。 

適合性宣言では、FAA のウェブサイトで入手できる様式に

より、衝突時の運動エネルギーや回転部分の露出に関する要
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件への適合性を示し、また、併せて以下の項目を提供するこ

とが求められる。 

・使用される適合性証明方法 

・製造事業者の氏名 

・製造事業者の住所 

・製造事業者のメールアドレス 

・小型無人航空機の型・モデル 

・小型無人航空機のシリアルナンバー又はその範囲 

・初めての適合性宣言か、過去の宣言の修正か 

また、製造事業者は、適合性宣言の再提出を行う必要が出

た場合、製造事業者は、その理由を含める必要がある。例え

ば、安全上の欠陥の修正内容であるとか製造事業者の氏名の

スペルミスなどが考えられる。 

FAA は、複数の小型無人航空機の型・モデルを大規模に製

造している製造事業者において、個々の機体を試験して適合

性を確認することは望ましいこととは考えていない。こうし

た場合、設計・製造の品質管理システムを確立・維持するこ

とを推奨している。こうしたシステムを構築することにより、

個々の試験を行うことなく、品質管理システムを活用して設

計・製造された機体は、要件に適合していると判断すること

としている。 

FAA は、製造者に対し、カテゴリー2 又は 3の無人航空機

は安全上の欠陥がないような構造を持つことのないよう、製

造しなければならないことを規定している。安全上の欠陥と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、無人航空機が第三者上空飛行を行うにあたり、人に対し

て死傷をきたす可能性を増大させるような材料、コンポーネ

ント、構造、特性等であり、例えば、露出した配線や、熱を

持った表面、鋭利な部品等である。 

FAAが、安全上の欠陥に対応できていないと判断した場合、

製造事業者に対して、適合性宣言の取消しに係る通知を行う。

製造事業者は、通知を受けた後、10営業日以内に反論を行う

こともできるが、安全上の欠陥ではないことが確認できない

場合、適合性宣言の取消しを通知し、一般に公表する。FAA

が、取消しを行う場合、製造事業者は、安全上の欠陥が解決

されるよう、小型無人航空機を改造し、新たな適合性宣言を

提出することができる。 

なお、FAA が、緊急事態があり、直ちに適合性宣言を取り

消す必要があると認める場合は、こうした手続きを経ずに、

直ちに取消しを行う場合がある。 

 

【参考資料】 

・ 2120-AK85:Operation of Small Unmanned Aircraft 

Systems Over People 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/13

/2019-00732/operation-of-small-unmanned-aircraft-sy

stems-over-people 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/13/2019-00732/operation-of-small-unmanned-aircraft-systems-over-people
https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/13/2019-00732/operation-of-small-unmanned-aircraft-systems-over-people
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