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 “世界初”の長距離飛行ドローン向け安全機能 
  （長距離通信、気象観測、空域監視） 
 “国内最大級の飛行実績”により、地域社会の理解が

得られる飛行エリア 

施設開所 

通信塔 広域飛行区域 

協力協定 

NEDO協力協定（29年11月） 

ドローン業界団体協力協定（30年3月） 

 ドローンの性能評価手法の開発
に向けて協力 

 目視外飛行のあり方の検討に向
けて協力 
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緩衝ネット付飛行場【80m×150m×H15m】 

滑走路・格納庫【L500m×W20m】 ヘリポート、連続稼働耐久試験棟 

風洞棟【最大風速20m/s】 

試験用橋梁【鋼橋・コンクリ橋・テストピース付】 試験用プラント 
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①福島RTF通信塔の機能評価 
 

 通信塔の基本機能を確認 
 （NICT担当） 
 
 

②福島RTFを活用した評価方法の検討 
  

 福島RTFを活用した「機体」「UTM」 
 「操縦者」の評価基準を作成し、 
 実証実験を実施 
 （JUTM／JUAV／JUIDA担当） 
 
 
 

③海外テストフィールドの調査 
 

 福島RTFに類似する海外の 
 テストフィールドの調査 
 （JUIDA担当） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

プロジェクト概要 

福島RTF全景 
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実施体制 

一般社団法人 日本産業用無人航空機工業会 
担当業務：機体に関する部門 

日本無人機運行管理コンソーシアム 
担当業務：運行管理システムに関する部門 

国立研究開発法人 情報通信研究機構 
担当業務：通信等を利用した飛行検証に関する部門 

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会 
担当業務：全体統括、操縦・運用に関する部門 

担当 

事
業
③ 

事
業
② 

事
業
② 

事
業
② 

事
業
① 
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事業①福島RTF通信塔の機能評価 

③長距離飛
行を実現する
為の通信 

アンテナ 

 

②飛行物体
を検知する為
のUTM／
レーダー 

①周辺の風
速を確認する
為の気象ライ
ダー 
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事業②福島RTFを活用した評価方法の検討 

評価方法の検討 

評価基準の作成 実証実験 

機体の評価基準 
 

UTMの評価基準 
 

操縦者の評価基準 

福島RTFを使って、 

各団体が作成した 

評価基準を検証 
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試験評価実施日と実施内容 

2018年11月4日～6日 

Ⅰ 通信塔機能の基本評価試験 
(1) 空域監視装置の機能 

(2) 気象観測装置の機能 

(3) 通信塔通信装置の機能 

 

2019年2月5日～9日 

Ⅱ 通信塔機能を使った長距離目視外飛行試験 
(1) 通信塔通信機能を使った長距離目視外飛行試験 

(2) 通信塔とマルチホップC2リンクを用いた長距離目視外飛行試験 

事業①福島RTF通信塔の機能評価
（NICT） 

原町通信塔 

（高さ30m） 

空域監視装置 

（レーダ） 

気象観測装置 

（ライダ） 
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高度100mの例 

通信塔からの距離2km～10km程度の範囲
のデータが取得可能であることを確認 

事業①福島RTF通信塔の機能評価
（NICT） 

11月4日 14:49:10 

ドローン位置検知 

（原町通信塔から約2km地点） 
たぶん 

車かバイク 

たぶん波 

ドローン飛行経路：高度140m、南北100m移動中 

(2) 気象観測装置の機能（例） (1) 空域監視装置の機能（例） 

受信強度：大 

原町通信塔 

受信強度：小 

（通信品質27%） 

小高通信塔 

受信強度：中 

(3) 通信塔通信装置の機能（原町・小高両通信塔間の920MHz帯C2リ
ンクハンドオーバ） 

原町通信塔からの距離4km地点、高度140m飛行時の例 
原町 
通信塔 

小高 
通信塔 地上 

公衆網 

通信塔間C2 
回線切替え 

操縦者 

C2回線
切替え 

ハンドオーバ確認（手動切替え） 
※通信塔通信機能互換ド
ローン搭載通信機が必要 
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３団体評価基準 

JUAV（機体） 
福島ＲＴＦで実施可能
な目視外飛行対応の機
体に関する評価要件を
満足できること。 
 
①機体のホバリング性
能 
②電波不良によるリン
クロスト時の対処 

JUTM（運行管理） 
福島RTF及び運行管理
システムなどの設備に
よって下記の国土交通
省 補助者なし目視外飛
行要件を満足できるこ
と。 
①第三者の立入管理 
②有人機等の監視 
③自機の監視 
④自機周辺の気象状況 
 の監視 

 

JUIDA（操縦・運用） 
福島ＲＴＦで実施可能
な目視外飛行の教育に
おいて、実技試験にお
ける評価要件を満足で
きること。 
 
①運用中のコミュニ
ケーション 
②状況認識 
③意思決定 
④トラブル対応 
 
※事前に作成した評価基準の検証のため、福島RTFにて実験を行った。実験概要は次ページ 

事業②福島RTFを活用した評価方法の検討 
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ＪＵＩＤＡにおける無人航空機運用者教育の実績 

全国211スクール 

証明証取得者数 

7,445名 
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ＪＵＩＤＡ操縦技能士 

証明証 

ＪＵＩＤＡ安全運航 

管理者証明証 

目視外飛行における上級資格 

基
礎 

応
用 

上
級 

既存の目視内飛行における運用についての教育から更に上級
の領域である目視外飛行における運用を目指す 

出展：小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会 
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事業者 
（運航管理責任者） 

運用方法の整備 

体制の整備 

機体の整備 

• (申請用)飛行計画 
• 要領・手順、判断基準 
• 各種調整、申請 
• 記録 

• 開発 
• 調達 
• 整備・保守 

事前準備   

• Way Point設定 

• マニュアル作成 
• リスクアセスメント 

振り返り    

運用性改善  

第一部 準備作業の評価 

• 安全運航管理者 
• 操縦者 

事業者と共に実施 

第二部 飛行実技の評価 
 

準備と運航   

• 飛行コース点検 

• 機体点検 

• 飛行前ブリーフィング 
• 飛行 
• 飛行後デブリーフィング 

• 記録・報告 

今回は運用にあたっての全ての工程のうち、飛行事前準備及び
飛行実技の際の評価について検討 
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今回の評価基準のポイントは以下の通り 

3 飛行 飛行中状況確認 飛行中 機体の安全確認と共有

[安全運航管理者、操縦者　共通] 3-1-1
機体が目視範囲にある間に目視とモーター音を通じて行うべき、機体と飛行の正常・異常確認を漏れなく
実施したか
（* この様な確認項目があることを想定しています。）

3-1-2 GCS上の情報（カメラ画像、及び表示データ）から、機体と飛行の正常・異常を判断することができるか

3-1-3
飛行中の操縦者と安全運航管理者の役割分担を説明できるか
1  平時
2  異常時

[操縦者] 3-1-4

飛行中の操縦者の役割である口頭での情報発信を適切なタイミングで実施できるか
1  離陸
2  飛行中
3  異常時
4  着陸時

[安全運航管理者] 3-1-5

飛行中の安全運航管理者の役割である口頭での情報発信を適切なタイミングで実施できるか
1  離陸
2  飛行中
3  異常時
4  着陸時

異常時の対応 [操縦者] 3-2-1
飛行中の異常発見時に操縦者が実施すべきQuick Actionについて、その実行条件を根拠と共に説明で
きる。

3-2-2
飛行中の異常発見時に操縦者が実施すべきQuick Actionの実行条件をGCSから一人で判断し、速やか
に実行できる。

3-2-3
飛行中の異常発見時に操縦者が実施すべきQuick Actionを、常に速やかに実施できる様に備え、その
警戒心を維持できる。

[安全運航管理者] 3-2-4
飛行中の異常発見時に安全運航管理者が実施すべきQuick Actionについて、その実行条件を根拠と共
に説明できる。

3-2-5
飛行中の異常発見時に安全運航管理者が実施すべきQuick Actionの実行条件をGCSから一人で判断
し、速やかに実行できる。

3-2-6
飛行中の異常発見時に安全運航管理者が実施すべきQuick Actionを、常に速やかに実施できる様に備
え、その警戒心を維持できている。

GCS以外によるモニタリング
気象観測、レーダー、UTM等の環境要因の確認

[安全運航管理者] 3-3-1

飛行中に常に以下の運航管理情報をスキャンニングし、警戒を維持しているか
・気象（風速、雨等）
・他の航空機（レーダー情報）
・UTMの異常
・通信機の異常
・第三者の侵入

3-3-2

飛行中の以下の異常に対し、速やかに定められた手順を取ることができるか
・気象（風速、雨等）
・他の航空機、その他の飛行物体の発見（レーダー情報）
・UTMの異常
・通信機の異常
・第三者の侵入

異常対応時の操作 ロストリンク時 ロストリンク時の連絡先 2-12-1 ロストリンク時に決められたプロトコルで速やかに適切な連絡先に通報可能か

手動による操作介入 手動による操作介入 （2-8-1 ～ 2-8-8 と共通）

評価基準 Confidential

No 大科目 中科目 小項目 確認項目 ID 評価基準

1 飛行前作業 事前準備 ルート設定 障害物情報確認 1-1-1 可能な限り、周辺に障害物等がない空路が設定されているか

第三者・物件情報確認 1-1-2
可能な限り、人（第三者）又は物件（第三者の建物、自動車など）の上空ではない空路が設定されている
か

法令・条例禁止エリア確認 1-1-3 法律および条令で定められた飛行禁止エリアに入らない空路が設定されているか

 危険物を取り扱う物件等の確認 1-1-4 危険物を取り扱う物件等の上空を通過しないように空路が設定されているか

立入管理区画の申請 立入管理区画の設定 1-2-1 飛行経路に準じた区画が設定されているか

立入管理区画の周知 1-2-2 飛行経路に準じた区画が立て看板とともにインターネット等で周知されているか

操縦者の技術確認 操縦者の技術 1-3-1
安全運航管理者は、操縦するに値する飛行スキルを有する人物が操縦者としてアサインされていること
を確認したか

許可申請関連記入・提出 地方航空局 1-3-1 飛行前日までに適切に許可を受けているか

地権者（警察・住民・自治体・河川ダム等事務所など） 1-3-2 飛行前日までに適切に許可を受けているか

保険 保険加入 1-3-4 適切な保険に加入しているか

リスクアセスメント リスクアセスメント 1-4-1 所定のシートに従って適切にリスクアセスメントが実施され、記録が管理されているか

  飛行直前確認 飛行前点検 機体（フェールセーフを含む） 2-1-1 確実に正常に動作することが担保できているか

機体灯火または塗色 2-1-2 機体を認識しやすい灯火・塗色が確認できるか

その他機材・設備（レーダー等） 2-1-3 確実に正常に動作することが担保できているか

航空情報 2-2-1 NOTAMなどの航空情報を確認しルート上に有人機が飛来する可能性がないことを確認しているか

気象情報 2-2-2 周囲の気象予報・気象観測装置などから飛行ルート上で運行不可能な気象でないことを確認しているか

通信状態 2-3-1 通信状態が正常に操作できるか確認しているか

点検のダブルチェック 2-3-2 安全運航管理者は、上記の飛行前点検が操縦者により実施されたことのダブルチェックをしているか

体調確認 操縦者、及び安全運航管理者の体調 2-4-1  正常な判断・操作ができる体調であることを当日の作業直前に相互確認したか

直前ブリーフィング 2-5-1

以下を漏れなく含む直前ブリーフィングを実施したか
1  体調確認
2  機体の飛行準備完了確認
3  ルート確認
4  リスクアセスメント結果を踏まえた注意事項の直前共有
5  緊急時の初動確認（安全運航管理者、操縦者、各々が自分の役割を口述）

2 離陸
各種離陸及び離陸
中止

離陸直前 安全確認

 [安全運航管理者、操縦者　共通] 2-6-1 離陸時の安全運航管理者と操縦者の役割分担を、その根拠と共に説明できるか

2-6-2 第三者の立入等の離着陸地点周辺の安全を、離陸前に確認しているか

2-6-3 第三者の立入が確認された場合の操縦者に求められる行動を瞬時にとることができるか

離陸上昇 機体の姿勢・高度・速度等の確認

[安全運航管理者、操縦者　共通] 2-7-1 機体の姿勢・高度・速度・電波状況などのデータが正しく取得されていることをGCS等から判断できるか

2-7-2
機体の姿勢・高度・速度・電波状況などに異常がないことをGCS等の情報と目視（目視できる場合のみ）
にて判断できるか

[操縦者] 2-7-3

離陸に係る操縦者の役割として、以下を、GCS等を使って、実行できているか
・離陸操作（カメラ、及び機体の操作）
・機体と周囲の安全確認
・安全運航管理者とのコミュニケーション

[安全運航管理者] 2-7-3

離陸に係る安全運航管理者の役割として、以下を、GCS等を使って、実行できているか
・離陸の監視
・機体と周囲の安全確認
・操縦者とのコミュニケーション

離陸中止 異常の判断と対応（手動での操作介入）

[安全運航管理者、操縦者　共通] 2-8-1

手動で操作介入すべき状況を、その判断基準と共に説明できるか
・目視できる出発地点での離着陸時
・飛行中
・目視できない遠隔地からの離着陸時

2-8-2
手動で操作介入すべき状況を、目視（可能な場合のみ）とGCS情報（含む　カメラ画像）を元に判断できる
か

（分解して再配分済み）

[操縦者] 2-8-3
目視できる場合：　手動での操作介入が必要と自ら判断した場合、その状況に応じて適切に飛行経路を
選択してプロポから操作できるか

2-8-4
目視できる場合：　手動での操作介入を安全運航管理者から指示された場合、その状況に応じて適切に
飛行経路を選択してプロポから操作できるか

2-8-5 目視できない場合：　手動で操作介入すべき状況を、GCS情報（含む　カメラ画像）を元に判断できるか

2-8-6
目視できない場合：　手動での操作介入が必要と自ら判断した場合、その状況に応じて適切に飛行経路
を選択してプロポから操作できるか

2-8-7
目視できない場合：　手動での操作介入を安全運航管理者から指示された場合、必要なコミュニケーショ
ンを瞬時にとることができるか

[安全運航管理者] 2-8-8
手動での操作介入を、瞬時に定められたプロトコルに沿って操縦者へ指示できるか
（目視できる場合、できない場合共通）

目視外飛行（補助者なし）評価基準の特徴 
 
 1.  運用中のコミュニケーションについての評価 

目視外飛行固有の機体準備、リスクアセスメントを含む事前準備
その後に直前ブリーフィングと実際の運航と、業務全体を包含 

2. トラブル対応を重視 

高いリスクの運航である事に対応し、トラブル対応能力を重視。 

3. 危険な状況の認識について評価 

4. 危険状態を察知した後の意思決定に着目 

目視外飛行で運用する時代においては、 

「どう操縦するか」から「どう認識しどう判断するか」へ 
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今回のシナリオは以下の通り。実験の結果、無事回避すること
ができたが、このシナリオは非常に判断の難易度が高い事がわ
かり改善の余地がある事がわかった。 

①無人機αがＡ地点Ｂ地点
間を往復 

③無人機γが無人機αのルート
上を妨害、無人機αは目視外
飛行で安全回避ができるかど

うかを検証 

②無人機βがＣ地点で
ルート全域を監視 
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機体の評価基準作成 －実証飛行概要－ 

JUAVが独自に設定している安全基準に基づき、目視外飛行を想定した航空機の認
証を行うための評価基準を設定し、２機のドローンを用いて模擬的な評価を実施した。 

JUAV無人航空機安全基準 

回転翼機 小型回転翼機 

ヤマハ発動機㈱製 
FAZER-R G2 

㈱自律制御 
  システム研究所製 
ACSL-PF1 J 

目視外飛行試験のあり方検証 緊急退避飛行の検証 
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機体の評価基準作成 －実証飛行概要－ 

離発着場 JUAV飛行ルート 

ヤマハ発動機殿 
離発着エリア 

定点滞空地点 

目視外飛行試験のあり方検証 
 

[実証飛行概要] 
１．福島RTF敷地内で目視外となる地点まで離隔 
２．滞空性（ホバー）の検証及び環境の評価を行う。 
３．飛行においては国土交通省航空局の目視外  
  飛行に関する要件についても検証を行う。 

模擬緊急退避区域 

㈱自律研殿 
離発着エリア 

模擬目視外飛行試験における 
緊急退避飛行の検証 

 

[実証飛行概要] 

１．目視外での電波障害（模擬）により、ロストリン
クした時の飛行ターミネーションを実行 
２．機体を回収、ログ等の確認ができること。 
３．上記の試験を実施できる環境の評価を行う。 
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福島RTFにおける目視外飛行ガイドラインの作成（JUTM担当） 目的： 福島RTFにおいて、その機能等を活用して 

  目視外補助者無し飛行を行うためのガイドラインの策定 

 （目視外補助者無し飛行を行うための福島RTFの機能等の評価） 

空域情報 

気象情報 

立入管理区域 等 

UTMシステム 

空域監視レーダー 

気象観測ライダー 

通信塔 

 福島RTFの機能等 
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福島RTFにおける目視外飛行ガイドラインの作成（JUTM担当） 

①第三者の立入管理 
 

← 立入管理区域 

②有人機等の監視 

③自機の監視 
 

← 空域監視レーダーによる 

  飛行体（移動体） 
 

 ＋自機位置 

④自機周辺の気象状況の監視 
 

← 気象観測ライダーによる上空の風向風速分布 

 （高度30,50,100,150m; 5分毎） 
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福島RTFにおける目視外飛行ガイドラインの作成（JUTM担当） 

日立システムズ・総合警備保障 

・EAMS Robotics（警備） 

日立建機・ドローンママ 

（i-Construction） 
立入管理区域 

通信塔 

UTM 

団体名 協力内容 

福島イノベーション・コースト構想 

推進機構 

・通信塔の管理・運用支援 

・第三者調整支援 

東京大学 ・ガイドラインの検討/評価 

海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所(ENRI) 

・ガイドラインの検討/評価 

・実験エリアの安全管理 

宇宙航空研究開発機(JAXA) ・ガイドラインの検討/評価 

情報通信研究機構(NICT) 
・ガイドラインの検討/評価 

・電波環境調査支援 

日本気象協会(JWA) 
・気象観測装置の運用支援 

・実験エリアの気象情報提供 

日立国際電気 ・通信システムの支援 

JUTM事務局 ・公開実験の計画・実施 

損害保険ジャパン日本興亜 

（損害調査） 
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実証実験の様子 
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今後の福島RTFの利活用提案① 
通信塔フル機能、今回作成した全ての評価基準を用いて、原

町・小高の通信塔間を目視外飛行（補助者なし） 

JUAVによって 

評価された機体 

JUIDAによって 

評価された操縦者 
JUTMによって 

評価された運航管理 
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今後の福島RTFの利活用提案② 
RTFを利用して大規模イベント上空におけるドローン利用に関

する評価基準を作成 

イベント上空での 

空撮 

会場周辺での 

警備 

編隊飛行ショー 
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民間団体の連携によるRTFを用いた実証
実験 

• ドローンの社会実装に向けて本格的な実証実験が必
要 

• メーカー、組織を超えた横断的な取り組みが必要 

• 競争ではなく協調領域 

• JUIDA（操縦、組織認定）、JUTM（電波、UTM認定）、
JUAV（機体認定）のお互いの機能を活かした連携 

• 本格的な実証実験場としてのRTFの活用 
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ご清聴ありがとうございま
した 
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THANK YOU FOR YOUR 

ATTENTION 




