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日本産業用無人航空機工業会（ＪＵＡＶ）
の取組について

2018年11月12日

（一般社団法人） 日本産業用無人航空機工業会
阪口 晃敏

資料３
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沿革
２００４年（平成１６年） ９月

日本産業用無人航空機協会 発足
我が国で初めての産業用無人航空機に関する業界団体
主として、回転翼無人航空機／固定翼無人航空機の安全性向上に関する事業実施

２０１７年（平成２９年） ４月
日本産業用無人航空機工業会へ改称および一般社団法人化
急成長している小型マルチローター型無人航空機も事業対象に拡大

設立目的

会員相互の協力により、産業用無人航空機の安全かつ健全な利用を推進し、産業用
無人航空機市場の発展と公共の利便性の向上に寄与することを目的とする。

会員 （2018.11.1現在）
正会員 24社 （無人航空機の製造事業、修理事業、販売事業者）
賛助会員 19社 （上記以外の事業者／個人）
特別会員 4社 （公的研究機関等）

合計 ４７社

ＪＵＡＶ 概要



3

会長

理事会

マルチローター
委員会

回転翼
委員会

固定翼
委員会

ISO
委員会

事務局

委員長 河野敬（JAXA)
委員長補佐 片山康博（AileLinx）

ＪＵＡＶ 組織図

顧問

委員長 坂本 修（ヤマハ） 委員長 山根 章弘（SUBARU) 委員長 佐藤彰（静岡工大）

総会

防衛大学校名誉教授 長島 知有
東京大学名誉教授 河内 啓二
JAXA 斉藤 茂
帝京大学教授 米田 洋
静岡理工科大学教授 佐藤 彰

阪口 晃敏 （SUBARU）

常務理事 中村 克 （ヤマハ発動機）
理事 上堀 高和 （AileLinX ）
理事 和田 昭久 （日本電気）
理事 加藤 和弘 （ヤンマーヘリ＆アグリ）
理事 秋本 修 （日立製作所）
監事 丸山 正晃 （日本電気）
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ＪＵＡＶ 会員

2018,11 現在

正会員

1 正会員 ㈱ＳＵＢＡＲＵ　　
2 正会員 ヤマハ発動機㈱
3 正会員 ㈱AileLinX　　　　　　　　

4 正会員 ヤンマーヘリ＆アグリ㈱　
5 正会員 日本電気㈱
5 正会員 川崎重工業㈱
7 正会員 ㈱日立製作所
8 正会員 ㈱ジーエイチクラフト
9 正会員 日本飛行機㈱

10 正会員 双葉電子工業㈱
11 正会員 東京航空計器㈱
12 正会員 ㈱自律制御システム研究所
13 正会員 ㈱タジマモーターコーポレーション
14 正会員 プロドローン㈱
15 正会員 エアロセンス㈱
16 正会員 ㈱デンソー　
17 正会員 セコム㈱
18 正会員 ㈱amuse oneself
19 正会員 ㈱エンルート
20 正会員 ＴＥＡＤ㈱
21 正会員 ㈱イームズラボ
22 正会員 ㈱マルチコプターラボ
23 正会員 ブラザー工業㈱
24 正会員 東光鉄工㈱　

NO 会員区分 会社名



5

ＪＵＡＶ 会員

2018.11 現在

賛助会員

特別会員

1 賛助会員 ジオサーフ㈱
2 賛助会員 ㈱ゼンリン　
3 賛助会員 損保ジャパン日本興亜㈱
4 賛助会員 ルーチェサーチ㈱
5 賛助会員 （一社）農林水産航空協会
6 賛助会員 ㈱衛星ネットワーク　
7 賛助会員 ブルーイノベーション㈱
8 賛助会員 金井度量衡㈱

9 賛助会員 ㈱小松製作所

10 賛助会員 東京海上日動火災保険㈱

11 賛助会員 ㈱スカイウィングス

12 賛助会員 オリックス・レンテック㈱

13 賛助会員 三井住友海上火災保険㈱

14 賛助会員 ミネベアミツミ㈱

15 賛助会員 （一社）日本ドローンコンソーシアム

16 賛助会員 日本航空㈱

17 賛助会員 DJI JAPAN㈱

18 賛助会員 ㈱先端力学シミュレーション研究所

19 賛助会員 ＣＢＣ㈱

NO 会員区分 会社名

1 特別会員 国際レスキューシステム研究機構
2 特別会員 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
3 特別会員 宇宙航空研究開発機構　
4 特別会員 静岡理工科大学

NO 会員区分 会社名
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ＪＵＡＶ 正会員各社の主な製品

YAMAHA FAZER R G2 YAMMER  YF390 AileLinX AX-2

SUBARU RPH2

SUBARU 無人機研究システム（航空自衛隊）

SUBARU FFRS（陸上自衛隊）

JAXA
SUBARU
成層圏プラットフォーム（全長70m)

ACSL PF-1

PRO DRONE PD6B-AW ENROUTE ZION AC1500

AMUSE ONESELF αUAV2 TEAD MULSAN DAX04

NEC SUA3000

回転翼型 固定翼型

マルチローター型

全備重量 150kg 以上
（航空機製造事業法対象）

HITACH JUXS-S1（陸上自衛隊）

【参考】 防衛省向 無人航空機
【参考】無操縦者航空機
（航空法上航空機扱い）

AEROSENCE AS-MC02-P
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ＪＵＡＶ 事業概要

産業用無人航空機に関する安全基準の制定

産業用無人航空機の認定 （機体・操縦士・整備士・工場）

標準化への対応
・ 安全基準のJIS化 （日本規格協会 公募制度利用）
・ ISO TC20 SC16 （無人航空機）の国内審議団体
・ 国内の各種審議会・検討会への参画

中小企業等経営強化法に関する証明書の発行（無人航空機）
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【無人航空機安全基準】
既存の回転翼・固定翼の安全基準の見直しに加え、運用条件の拡大、マルチローター

用基準を発行

ＪＵＡＶ 安全基準
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項目 安全確保の要件

設計 故障発生時、制御不能状態での飛行継続を防止
障発生時の最終手段として強制不時着機能具備

保守点検 日常の保守点検、年次点検の実施

操縦者 操縦者技能認定

運用 無人航空機との安全距離の確保
対地高度の制限
有人航空機に対する回避行動

顧客管理 反社会的行為に係る者への販売禁止
無人航空機使用者の登録
無人航空機の用廃の事実確認

無人航空機

操縦士

整備工場

整備士

安全基準 認定

ＪＵＡＶ 安全基準と認定
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ＲＭＡＸ Ｇ１
（１）型式認定

ア 回転翼無人機 ： ３機種

・富士重工業 ＲＰＨ２

・ヤマハ発動機 ＲＭＡＸ Ｇ１

・ヤマハ発動機 ＲＭＡＸ Ｌ１８

・ヤマハ発動機 ＦＡＺＥＲ Ｒ Ｇ２

イ 固定翼無人機（小型UAV） ： １機種

・日本電気 ＳＵＡ３０００

ＪＵＡＶ 認定実績

※現在、小型回転翼（マルチローター型）の認定トライアルを実施中



整備工場（８ヶ所）認定操縦士･整備士の推移（累計）

（２）認定操縦士、整備士推移及び整備工場

北海道 ３か所
福島 １か所
栃木 １か所
埼玉 １か所
静岡 ２か所
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ＪＵＡＶ 認定実績
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型式認定 保険制度

型式認定を受けた機体全てに提供する保険制度を創設

型式認定／定期点検に伴い発行されるＪＵＡＶの登録証（シール）に自動的に
付帯する。（ユーザーの加入手続き不要）
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ＪＵＡＶ ＪＩＳ制定事業
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現在、用語に関しては、原案作成を完了。
引き続き、ＪＵＡＶの安全基準をベースとした「無人航空機設計管理基準」に着手



ISO
International Organization for Standardization：国際標準化機構

スイスのジュネーヴに本部を置き、162の各国の標準化団体から成る
電気・通信及び電子技術分野を除くさまざまな産業分野の国際規格を
策定するための非政府組織。日本工業標準調査会（JISC)が参加

TC20
航空機及び宇宙機に関するTechnical Committee（技術委員会）

SC16 無人航空機に関するSub Committee（小委員会）

ISO／TC20／SC16
幹事国：米国
参加国：中国、フランス、ドイツ、日本、ロシア、ウクライナ、英国、米国、デンマー
ク、イタリア、スペイン
オブザーバ：ベルギー、イラン、韓国、ルクセンブルグ、ニュージーランド、チェコ、
スロバキア

ＩＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ１６
15
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ＩＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ１６ 国内体制
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目視外飛行／第三者上空飛行に対応する安全基準の制定

航空局殿の審査要領とＪＵＡＶ安全基準の整合確保

ＪＩＳ化による国内標準化の推進

操縦士資格の認定のためのスクール制度の検討

無人航空機製造工場に対する認定の在り方

個別の産業利用毎の基準・要件の取り扱い

福島ロボットテストフィールドを活用した認定事業の確立

今後の課題


