
JUIDA認定スクール

JUIDA無人航空機操縦士

資格取得特別プログラムのご提案



■日本ドローンアカデミー開講にあたって

近年、ドローンの高性能化と普及によって、最近ではテレビや映画において、空撮映像
が多く使われるようになり、映像表現の幅が格段に拡がっております。

一方でドローンの飛行に関して安全面における不安の声があることも事実です。

そこでドローンを安全に飛行させる為の正確な知識と操縦技術を取得し、飛行業務の
安全を管理する人材を養成することを目的として、本スクールを開講いたしました。

『日本ドローンアカデミー』は、ドローンを安全に運航する知識や技術の取得はもちろ

んのこと、空撮に係る様々なノウハウを現役のドローンオペレーターから直接教わるこ
とができる、現場主義のJUIDA認定ドローン操縦者養成スクールです。

カリキュラムの中には、座学や飛行実習の講座以外に、最高の空撮ロケーションの元で
行う「空撮合宿」を御用意しております。

JUIDA( 一般社団法人日本UAS 産業振興協議会：http://uas-japan.org) 認定スクールと

は、無人航空機産業の健全な発展のために、無人航空機運航上の安全に関わる知識と高

い操縦技能を有する人材を養成するもので、当スクールの修了証明を受領後、申請手続
きをするだけで、JUIDA 無人航空機操縦技能証明証が交付されます。
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業界動向①ドローン資格公認制度へ

国土交通省は４月から民間団体が実施するドローン
（小型無人機）の技能講習について公認制度を導入する。
実技訓練や学科内容のほか教官の配置数など一定要件を満
たした団体を同省のホームページに掲載する。
修了者には人口密集地などの飛行申請時の審査を簡略化
することで適合団体での受講を促し、操縦者の技能向上
につなげたい考えだ。

空撮や農薬散布など多くの場面で利用されているドローン
は操縦に必要な資格はないが、人口密集地や高度150メートル
以上などで飛ばす際には国に許可申請する必要がある。

普及につれて操縦ミスによる墜落事故などが相次ぎ発生。
国がトラブルの報告を求めるようになった2015年12月以降、
約50件のトラブルが確認されている。
同省が新たに導入する公認制度の基準では、
講習期間を２日以上とし、受講者に安定した離着陸や
一定高度を維持してのホバリングなど実技訓練を課す。
航空法で定められた飛行禁止区域や機体の点検項目など安全
に関する座学も実施する。
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業界動向② 北海道ドローン協会/楽天・ヤマト流通事業



■講座概要

・安全ガイドライン
・関連法規
・機体の構造・原理
・安全対策
e.t.c.

・GPS なしでの操縦
・GPS 援用での操縦
・緊急時の操作
・自動航行
・空撮技術
e.t.c.

・飛行許可・承認の申請
・機体の整備・点検
・バッテリーの取扱
・映像編集

e.t.c

安全運航
Knowledge

操作技術
Technic

実務運用
Know-How

空撮をはじめとしたドローン活用人材の養成
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■カリキュラム

講座名講座名講座名講座名 学ぶ内容学ぶ内容学ぶ内容学ぶ内容

座
学

座
学

座
学

座
学

無人航空機UAS概論 歴史・機種・飛行原理など 1コマ

関連法規・安全ガイドライン 航空法はじめ各種法律と安全ガイドライン 1コマ

自然科学 気象・電磁波 1コマ

技術 機体の構造・制御技術・GPS・通信 1コマ

安全運用 安全対策・点検・整備など 2コマ

実
習

実
習

実
習

実
習

屋内実習
GPSなしでの飛行実習/天候によっては屋外もあり

ます。
2日間

屋外実習 GPS援用での手動操縦と自動航行 2日間

試験 筆記＋実技

合
宿

空撮合宿1日目 講師指導の中で空撮をグループで行う
2日間

空撮合宿2日目 講師指導の中で空撮をグループで行う （1コマ90分）
・座学での教科書はJUIDA 提供教材を使用します。

・試験に合格し交付条件を満たしたものが、JUIDA 証明証の申請を行えるものとします。
・屋内・屋外実習用のドローンは各グループに一台、ご用意します。

※今回は空撮合宿の2日間はせずJUIDA認定試験までのプログラムとします。
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■日本ドローンアカデミー沖縄校実技講習場所

座学・実技（４日間）
実技は運動場で行います。
天候により体育館/屋内を使用

AM9時 あいあいファームに現地集合
〒905-0412
沖縄県国頭郡今帰仁村湧川369
TEL:0980-51-5111FAX:0980-51-5112

http://happy-aiaifarm.com/



■日本ドローンアカデミー実技講習場所(東京校)

ドローンサーキットSPLASH
神奈川県横浜市青葉区奈良町2057

空き倉庫を活用した常設の屋内練習場です。
天候に左右されることなく、マニュアルでの
実技講習を行うことができます。

SKY GAME SPLASH
千葉県千葉市若葉区金親町498

後半２日間の実技講習は千葉のサバイバル
ゲームフィールド内にある練習場で行います。
広い空の下、思い切り飛行を行うことが
できます。
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■講師について

講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！

★専任講師
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講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！講師は空撮の現場で活躍する現役の空撮オペレーターが担当！

★専任講師

� 専任講師山﨑英紀を中心に、スケジュール調整の上、講師を決定いたします。
� 座学講習につきましては講師1名にて20名まで担当いたします。
� 実技講習につきましては、１グループ5名単位で実技講習講師が担当します。
� 受講者の人数に合わせて実技実習講師を用意いたします。

山﨑英紀山﨑英紀山﨑英紀山﨑英紀 D-REX ( 無人航空機災害時支援協力事業体無人航空機災害時支援協力事業体無人航空機災害時支援協力事業体無人航空機災害時支援協力事業体) 代表代表代表代表

JUIDA認定講師、カメラマン、空撮オペレーター、第一級陸上特殊無線技師、

国土交通省東北地方整備局 UAV 活用官民協力事業者

合同会社ざきやま代表

東京写真専門学校（現東京ヴィジュアルアーツ）卒業後、ビデオプロダクションを
2社経て、平成4年8月からフリーランスとして、(株)共同テレビジョンに勤務。主
にフジテレビの報道・情報番組の撮影、中継、空撮業務を請け負う。
2016年5月より「日本ドローンアカデミー」でJUIDA認定講師として活動、さらに
横浜市青葉区で「ドローン・サーキットSPLASH」を運営。

報道カメラマンの世界で空撮のオペレーションを行う。飛行経験も豊富で若手カメ
ラマンへの指導も行い、ドローン業界で幅広い人脈を持つ。ドローンレースドバ

イ国際大会日本代表( チームFPV ロボティクス) にも参加。
担当講座：座学全般・実技全般



■スケジュールイメージについて

4日間プログラム・スケジュール日間プログラム・スケジュール日間プログラム・スケジュール日間プログラム・スケジュール

1日目

9：00～12：00 座学講習

13：00～14：30 座学講習

15：00～19：00 屋内実技講習

2日目

9：00～12：00 座学講習

13：00～14：30 座学講習

15：00～19：00 屋内実技講習

3日目 10：00～18：00 実技講習

4日目 10：00～18：00 実技講習/実技試験

JUIDA認定「無人航空機操縦士」資格は4日目までの教習で修了。
4日目に筆記試験と実技試験を行います。

※受講者の進捗によってはプログラムの内容が多少変わる場合があります。
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募集要項

第2期、3期募集を特別価格特別価格特別価格特別価格285,000285,000285,000285,000円円円円////人（税抜き）人（税抜き）人（税抜き）人（税抜き）として提供します。

（2017年10月）JUIDA認定証取得特別講座開催

� 特別枠 限定 10名募集(1社あたり何名でも可能)

� 募集期間：2017/07/01～09/30

� 資格交付：認定試験合格後資格交付：認定試験合格後資格交付：認定試験合格後資格交付：認定試験合格後 JUIDA 無人航空機操縦技能証明証無人航空機操縦技能証明証無人航空機操縦技能証明証無人航空機操縦技能証明証

� 価格：定価→ 285,000円（税抜き）

� スクール内容：４日間（座学、実技/4P,8P記載）
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参考資料
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沖縄県内外のドローン事業のイメージ（土木/建築分野）

ドローンパイロットの養成

1億～5億円市場

iコンストラクションICT事業

沖縄県内 10億円～30億円市場

iコンストラクションICT事業

沖縄県内 300億円～500億円市場

2016年～年～年～年～2018年年年年

2018年～年～年～年～2020年年年年

2020年～年～年～年～

小さな種を磨き上げる小さな種を磨き上げる小さな種を磨き上げる小さな種を磨き上げる

関連受託ビジネス

工事出来高撮影及びデータ処理

2012年～2013年では3200億円

この10％市場、320億円にドローン撮影に係る

分野の仕事を受注できたら？

http://hi-hyou.com/archives/1057
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ドローン関連ビジネスの可能性

2015年度の日本国内のドローンビジネスの市場規模は
104億円と推測され、2016年度には前年比191％の199

億円に拡大、2020年度には2015年度の約11倍となる
1138億円に達すると見込まれると予測。（インプレス：ドローンビジネスに関する調査結果より）
分野別でみると、2015年度はサービス市場が61億円
と58.6％を占めており、機体市場が33億円（31.7％）、
周辺サービス市場が10億円（9.6％）となった。今後
は各市場とも拡大が見込まれており、2020年度におい
ては、サービス市場が678億円（2015年度比約11倍）、
機体市場が240億円（2015年度比約7倍）、周辺サー
ビス市場が220億円（2015年度比22倍）に達すると予
測している。

このうちサービス市場では、現在、農薬散布や空撮な
ど一部の市場が確立しているが、今後、測位技術（屋
内含む）や群制御技術などドローン関連技術の開発・
研究・実用化が支えとなり、橋梁等の検査や測量、精
密農業、物流、その他（防犯監視など）のさまざまな
分野でドローンが活用されることが見込まれる。



■日本ドローンクラブへの入会

グループ会社には、映像制作や映像コンテンツの販売のノウハウを持つ会社があり、
身につけた技術を活かせる場をご提供いたします。

株式会社ENBUゼミナール

映画制作

株式会社PUNK.

インターネット向け映像制作

株式会社DRM

映像コンテンツ販売ビジネス

身につけた空撮技術を活かす場を提供！

1. 会員によるドローン飛行ツアー
2. 会員によるドローン競技
3. PUNK. やENBUのカメラマンとしての登用 e.t.c

「日本ドローンクラブ」※※※※卒業生は無料で入会できます。

～ 卒業生が集い、楽しめるイベントや企画を提案します～

特典
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