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１章 はじめに 
 
１．１ 本ガイドラインの目的と説明範囲  

 
「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」（以下「DR ESS

プロジェクト」という。）の一環として、無人航空機の運航管理システムの実用化に向けた
地域実証を行うために、参加していただける事業者を募集（以下「地域実証公募」という。）
します。地域実証では、運航管理システムを使用し、物流、警備、災害対策、空撮、測量、
点検、農業などの実用的なユースケースを想定した無人航空機の試験運用を、日本国内の平
野部、山間部、離島部で実施します。地域実証により、運航管理統合（FIMS）を用いた持
続可能な無人航空機運航ビジネスのあり方を検討し、無人航空機の社会実装に向けて必要
となる要素を整理します。 
この地域実証計画策定ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、地域実証の

応札者が活用することを想定し、先行実証の実務的な観点から、無人航空機の安全な飛行を
前提に地域実証が適切に実施できるようにまとめています。地域実証を実施することで明
らかになる無人航空機導入のメリットと課題は、政策提言にも反映され、法制度や社会基盤
の整備につながります。それにより、無人航空機を様々な事業分野に導入することができる
環境が日本全国に広がっていくことが期待されています。 
 
１．２ 本ガイドラインの構成 

 
本ガイドラインは、本章のほか、以下２つの章で構成されています。 
 2章 本公募における地域実証の考え方 
 3章 運航前のプロセス 

 
2章では、持続可能な無人航空機運航ビジネスの可能性を検討するために、無人航空機に

よって解決できる地域の課題、その課題を解決するためのユースケースの設定を行ったう
えで、本公募に即した地域実証の可能性を検討するプロセスについて説明します。 

3章では、地域実証を行うにあたり、安全な飛行をする上で必要な項目と、運航管理統合
機能（FIMS）の概要、役割及び接続方法について説明します。 
本ガイドラインをよく読み、安全な飛行による地域実証が実施できるように努めてくださ
い。 
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２章 本公募における地域実証の考え方 
 
本章では、持続可能な無人航空機運航ビジネスの可能性を検討するために、無人航空機に

よって解決できる地域の課題、その課題を解決するためのユースケースの設定を行ったう
えで、本公募に即した地域実証の可能性を検討するプロセスについて説明します。 
地域における解決したい課題は、地域実証を通じてドローンの社会実装を実現するため

に重要な要素となりますので十分に検討してください。 
 
２．１ 無人航空機運航ビジネスの可能性 
 
ドローンの社会実装を実現するために、政府ではドローンの利活用推進を目的として、有

人地帯の第三者上空目視外飛行（レベル 4）の実現を目指すとしています。ドローンの社会
実装に向けた最終ステップであるレベル 4 の飛行では、荷物配送をはじめとした多くのサ
ービスが、無人航空機運航ビジネスとして広く、そして継続的に実施されることが期待され
ています。様々な地域・ユースケースで地域実証を行うにあたり、無人航空機の安全性を確
保するために、下図のような運航管理システムを活用して、複数のドローンを管理すること
としています。 

 
無人航空機運航ビジネスの可能性を明確にするために、地域実証では各地域における課

題の設定を重要視しています。都市部と過疎地域では抱える課題が大きく異なり、解決の方
法も異なります。また、同じ過疎地域でも、平野部と山間部における課題は異なる事が推察
されます。地域における課題の例として、高齢化による労働力不足の代替手段の模索や、離
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島・山間部における災害・緊急時の物資配送手段の確立等が考えられます。それぞれの地域
に合わせた課題を設定するために、連携する自治体等と協議してください。地域実証終了後
は、運航管理システムの活用を含む地域実証全体の効果と課題を検証します。検証結果は、
ドローンの社会実装に向けたガイドライン策定のために活用されます。 
 
２．２ ユースケースの設定 
 
課題の設定後は、ユースケースの設定を行います。本公募におけるユースケースは、物

流、警備、災害対策、空撮、測量、点検、農業などを想定しています。設定した地域の課
題を、ユースケースを通じて解決できるのか、十分に検討したうえで、設定してくださ
い。課題とユースケース、想定される課題解決の例は以下の通りです。 

 
＜物流ユースケースの例＞ 
・地域課題：山間部や離島が多く、緊急物資（とくに災害時）等の物流ルートの確保が必要 
・ユースケース：災害時の被害状況の調査・緊急物資の配送 
・想定される課題解決：災害時の運航方法の確立、緊急時の物流ルートの確保 
 
＜点検ユースケースの例＞ 
・地域課題：インフラ構造物の点検業務従事者不足の解消及び点検業務の生産性向上（工
数・期間の短縮） 
・ユースケース：橋梁全体に対する点検 
・想定される課題解決：点検業務従事者不足の解消、点検業務の生産性向上 
 
●誤った設定例 
・地域課題：人口減少 
・ユースケース：プロモーション VTRの空撮 
・想定される課題解決：移住者の増加による人口増 
 この例は、課題が曖昧であり、かつユースケースが解決に結びつくか不明瞭であるため、
ユースケース設定としては不適当です。 
 
 本公募の目的にかなう地域実証を行うために、課題、ユースケースともに十分に検討した
うえで設定してください。 
 
２．３ 地域実証の実施方法の検討 
 

 地域実証では、設定した課題が設定したユースケースによって解決できるのかを検証し
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ます。また、運航管理統合機能（FIMS）への接続等の技術検証も行います。 
地域実証の実施方法を以下 3 点に留意して検討してください。なお、地域実証を通じて発
生した問題や課題については、とりまとめて情報提供していただきます。 
 
①検証事項 
地域実証で検証する項目を具体的かつ、詳細に書き出してください。また、検証項目は、

定量的な数値で表せるものがより望ましいです。 
 
＜地域実証項目の例＞ 
・点検業務における生産性（作業時間や作業期間の短縮）や安全性を確認する項目 
・物流における、緊急時の物資配送の速度や確実性を確認する項目 
・運航管理システムへの接続の確実性、システムを介した情報共有の実効性を確認する項目 
 
●誤った設定例 
・自社無人航空機の飛行に必要な人員数を確認する項目 
・機体や自社システムの有効性、精度の向上を確認する項目 
・自社無人航空機ビジネスの採算性を確認する項目 等 
 
②実施体制 
 地域実証の実施における関係者の役割を明確にし、関係者内で共有してください。 
下図に実施体制例を示します。 

 
 

【代表事業者】 

◆コンソーシアムとりまとめ 

◆実証計画書の作成 

◆地域実証の運営 等 

【自治体】 

◆実証フィールド提供 

◆地域住民への説明 

◆必要設備の提供 

◆現状コストの作成 等 

【事業者 A】 

◆無人航空機オペレーション 

◆機体の提供、整備 

◆運航管理統合機能（FIMS）との接続 

◆無人航空機活用時の費用算出 等 

【事業者 B】 

◆ユースケースにおけるノウハウの提

供（例：点検手法の提供） 

◆関連システムの提供（例：画像解

析） 等 
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③運航管理統合機能（FIMS）との接続パターンの選択 
 地域実証では、ドローンの社会実装に向けて、運航管理統合機能（FIMS）との接続検証
を実施します。接続方法を下図３パターンから選択してください。 
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３章 運航前のプロセス 
 
無人航空機の特性上、安全な飛行体制の確保、適切な利用申請は非常に重要です。本章で

は、地域実証を安全に行うために必要な項目と、運航管理統合機能（FIMS）の概要、役割
及び接続方法について説明します。 
 
 ３．１ 飛行条件の検討 
 
 地域実証を行うにあたり、安全な飛行をするために必要な条件について説明します。無人
航空機の運航に係る関連法令、外的な環境及び機体の仕様や付帯する機能の要件について
も説明します。 
 
  ３．１．１ 無人航空機の運航に係る関連法令の確認 
 
無人航空機は、航空法、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に

関する法律（以下「小型無人機等飛行禁止法」という。）の２つの法律で規制されています。
そのほかにも無人航空機の運航に係る関連法令は多数存在します。本項では、無人航空機の
運航に係る関連法令について、その概要を説明します。なお、法令に係る手続き、届け出等
については「３．４ 各種申請」で取り上げていますので、併せてご参照ください。 
 
・航空法（国土交通省） 
航空法では、下図の通り無人航空機の飛行の許可が必要となる空域と無人航空機の飛行

の方法を定めています。 
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出典：国土交通省ホームページより抜粋 

航空局ホームページ（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html） 
 
・小型無人機等飛行禁止法（警察庁） 
小型無人機等飛行禁止法においては、下図の通り重要施設及びその周囲おおむね 300m の

周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。 

 
出典：警察庁ホームページより抜粋 

警察庁ホームページ（https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html） 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
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・電波法（総務省） 
無人航空機を利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備

が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づ
き、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、
周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はあ
りません。なお、無線局の免許を受けるためには無線従事者の資格が必要です。詳細は総務
省に確認してください。 
総務省ホームページ（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/） 
 
・道路交通法（警察庁） 
道路交通法第 76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法

で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるな
どの行為を行うことは禁止（絶対的禁止行為）されています。 
警察庁ホームページ 
（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todok ede/dourosiyouk yoka/permission.html） 
 
・民法（法務省） 
民法 207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と

定められています。国土交通大臣の許可・承認を受けていたとしても、土地所有者の同意・
承諾なしに、他人の土地の上空で無人航空機を飛行させることは、所有権侵害となる恐れが
あります。 
 
・都道府県、市町村条例（地方自治体） 
都道府県や市町村によっては、その条例で公園をはじめとした、公の施設における無人航

空機の持ち込みや飛行を禁止、または制限するといった条文を明記していることがありま
す。 
 
上記の他にも、無人航空機利用時には様々な法令等が関わってくる可能性があります。以

下に、影響があると考えられる法令やガイドライン、指針を列挙します。設定したユースケ
ースの飛行経路が、以下の法令等に抵触する可能性がないか確認し、法令等の内容に準拠し
た運航を心掛けてください。 
 
・河川法（国土交通省） 
・海岸法（国土交通省） 
・港湾法（国土交通省） 
・港則法（港湾局／自治体）、海上交通安全法（国土交通省） 

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
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・都市公園法（国土交通省） 
・自然公園法（環境省） 
・文化財保護法（文化庁） 
・個人情報保護法（内閣府）、無人航空機による撮影・映像等のガイドライン（総務省） 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（環境省） 
・外為法（経済産業省） 
・労働安全衛生法（厚生労働省） 等 
 
  ３．１．２ 無人航空機の飛行に関する外的環境の確認 
 
 無人航空機は機体の内部に高性能なセンサーが搭載され、ある一定の自律性を備えてい
ますが、外的環境に影響を受けやすい性質を有しているため、外的環境も確認する必要があ
ります。本項では、気象条件、飛行エリアの地形や電波状況、また、イベント開催の有無や
交通量といった無人航空機の飛行に影響すると思われる外的環境について説明します。 
 
・気象条件 
 無人航空機は気象条件に大きな影響を受けるため、天候（天気、気温、風速、降水確率等）
を細かく確認しておく必要があります。場合によっては「飛行を中止する」という決断も必
要です。 
 無人航空機は、その構造上、雨などが入りやすくなっているため、モーターの故障やバッ
テリーのショートなどのトラブルが起きやすくなっています。無人航空機の運航にあたっ
ては、天候の変化にも留意する必要があります。 
 国土交通省が発行している「無人航空機飛行マニュアル」では、無人航空機を飛行させる
者が遵守しなければならない事項として「５m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を
安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合は、即時に飛行を
中止する。」と定めています。運航にあたっては、飛行に適した風速であるかこまめに確認
する必要があります。 
無人航空機に使われるバッテリーは、一般的に外気温の変化に影響をうけることがある

ため、とくに冬の外気温が下がる時期は、バッテリーの温度が 10℃を下回ると機能を失い
起動しなくなることがあります。バッテリーヒーターで事前に温める等、バッテリーの温度
を下げない工夫が必要です。 
 
・離着陸スペース 
 無人航空機はとくに離着陸時に機体が不安定になりやすいため、離着陸場所が水平であ
るか、不安定な場所ではないか、また障害物がないか等、安全な離着陸ができる場所の確保
が必要です。 
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また、無人航空機にとって砂埃にも注意が必要です。無人航空機を浜辺や砂丘などで飛ば
す場合は、プロペラの回転で砂埃を巻き上げてしまい、モーターやジンバルの中に砂が入り、
故障に繋がる恐れがあります。対策として、離着陸時にはあらかじめ地面にシートを敷くな
どして砂埃が舞い上がるのを阻止することで、故障を防ぐことができます。 
 
・イベントの開催 
 航空法では、飛行の方法の中で、祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させ
ないことと定めています。地域実証は、複数回にわたって行われることも想定されます。同
じ場所であっても、日によってイベント開催日に重なる可能性もあります。地域実証日の決
定に際しては、イベントの開催の有無を確認する必要があります。 
 
・地形 
 地形によっては、飛行経路上で見通しが悪くなったり、電波途絶を起こしやすかったりと
いった障害も起こりえます。飛行経路を設定する際は、机上の確認だけでなく、現場も確認
を行うなど、多角的に飛行経路を検討する必要があります。 
 
・人や車の交通量 
 人や車の交通量は、場所や時間帯によって変動があります。人通りがないと思っている場
所でも時間帯によっては交通量が増える場合もあります。地域実証を行うエリアについて、
地域実証を行う時間帯だけでなく、その前後の交通量も確認する必要があります。 
 
・電波状況 
 無人航空機は送信機と機体、地上局と機体等、無線通信によって制御されています。無人
航空機が飛行する付近で無人航空機を制御する通信が遮断されると、事故につながる恐れ
があります。飛行経路を検討する際に、電波障害の要因となる鉄塔や電線、基地局等が飛行
経路付近にある場合は、それらを避けた飛行経路を設定する必要があります。 
 
  ３．１．３ 無人航空機に関する仕様や付帯する機能の要件の確認 
 
 地域実証にあたり、ユースケースに応じて、機体、または機体以外の装備に、カスタマイ
ズを行うことが想定されます。カスタマイズされた機体、または機体以外の装備を使用する
場合は、安全な飛行で地域実証を行うことができる十分な機能を備えていることを確認し
てください。 
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＜無人航空機に付帯する設備や機能の例＞ 
・カメラ 
 無人航空機に搭載されるカメラは撮影用に使用するのが主な目的ですが、目視外飛行を
する場合は、機体から見えるカメラの映像で周囲の状況を確認し、視界を補完する働きがで
きる性能を有しているか確認します。 
 
・防水機能 
 一般的な無人航空機は、その駆動系部品が発生する熱を無人航空機内部から外部へ逃が
すために機体に穴や隙間が非常に多く空いており、雨に弱い性質があります。 
産業用途で使用する無人航空機は、雨の中でも飛行させる場面が想定されます。ユースケー
スに応じて、機体や機体以外の装備が防水機能を有しているか確認します。 
 
・灯火機能 
 夜間の飛行は、国土交通省の定める「飛行の方法」のうち、日中（日の出から日没まで）
に飛行させること、の例外に該当します。許可を得て夜間飛行を行う際は、暗闇で機体の位
置を視認できるような灯火機能の搭載を検討します。 
 
・ペイロード 
 とくに無人航空機を物流用途で使用する際は、目的に応じたペイロード（積載量）を有し
ているか確認します。 
 
・バッテリー 
 現在の無人航空機の飛行時間は、約 10～30 分がほとんどです。ユースケースに応じて、
必要となるバッテリーの駆動時間を算出し、ペイロードとのバランスや、電源供給源の強化
等を検討します。 
 
・赤外線 
 夜間や冬季など、生物や建物等と外気温との温度差を可視化するユースケースでは、赤外
線機能を搭載しているか確認します。 
 
＜無人航空機に付帯しない設備や機能の例＞ 
・GCS（グランドコントロールシステム） 
 無人航空機は（とくに産業用途では）、地上から自動制御を行うソフトウェアを実装して
います。ユースケースに応じた最適なシステムを検討します。 
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・ドローンポート 
GPS による位置測位においては、受信状態にもよりますが、数メートルもしくは数十メ

ートルの誤差が発生する場合があります。誤差により無人航空機が人が立ち入る場所に着
陸したり、その他誤差による事故が発生する可能性がある場合は、画像認識を活用したドロ
ーンポートの導入を検討します。 
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３．２ 運航管理システム 
 
 本章では、運航管理統合機能（FIMS）の概要及び運航管理統合機能（FIMS）の接続方法
について説明します。地域実証では、無人航空機の運航管理システムの実用化に向けた技術
検証を行います。運航管理システムは、下図の通り運航管理機能（UASSP）、運航管理統合
機能（FIMS）、情報提供機能から構成され、日本国内における有人地帯の第三者上空目視外
飛行（レベル 4）を 2022年に実現することを目的として開発されてきました。 
 

 
 
  ３．２．１ 運航管理統合機能（FIMS）の概要 
 
運航管理統合機能（FIMS）について、以下 3つの機能を説明します。 
 
① 飛行計画管理 
複数ドローン事業者の飛行計画を一元管理し、飛行計画の干渉、気象情報による荒天エリ

アの飛行等を自動でチェックします。危険と判断した計画は否認し計画の見直しを要請し
ます。飛行計画管理画面と、飛行計画の調整例は下図の通りです。 
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② 空域情報管理 
ドローンの空域管理に必要な情報（空域情報、有人航空機情報など）を統合的に管理する

基盤を実現します。情報提供機能が提供する高精度障害物データを運航管理統合機能で活
用するための技術を確立し、ドローン事業者と空域管理関連情報を共有する API を提供し
ます。空域情報管理のシステム連携イメージは下図の通りです。 

 

 
 
③ 飛行状況管理 
複数事業者の飛行中ドローン位置情報、速度、飛行進路等を一元管理します。ドローン同

士、ドローンと飛行禁止エリアおよび地表障害物との近接状態、飛行計画との差分を監視、 
必要に応じて警報を運航管理機能に通知します。飛行状況管理のシステム連携イメージは
以下の通りです。 
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  ３．２．２ 運航管理統合機能（FIMS）の接続 
 
運航管理統合機能（FIMS）への接続方法は、以下の 3パターンです。 
１．提案者が用意した運航管理機能（UASSP）を運航管理統合機能（FIMS） に接続 
２．提案者が用意した運航者（UASO）と運航管理統合機能（FIMS）を接続 
３．提案者が用意した運航者（UASO）を、株式会社 KDDI が提供する運航管理機能（UASSP）
を経由して運航管理統合機能（FIMS）に接続※１ 

 
運航管理システムについては、無人航空機事業者（運航管理機能）が「運航管理統合機能」
や「情報提供機能」と通信を行う部分の API が公開されています。API の仕様等について
は、下記をご覧ください。また、地域実証公募説明会の資料も参考にしてください。 
運航管理システム API（https://drone-trafficmanagement.jp/） 
※１こちらのパターンを選択した場合は、別途ご案内いたします。 
  

https://drone-trafficmanagement.jp/
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３．３ 飛行経路の設定 
 
  ３．３．１ 離発着 
 
離発着のスペースは、無人航空機のサイズに見合った十分な広さの場所を確保します。安

全を確保するため、第三者が立ち入らないようにパイロンやロープなどで立ち入り禁止区
画を設け、離着陸時には補助員を配置するようにします。また、近隣住民への事前の周知や
必要に応じて住民説明会などを実施し、近隣住民の理解を得るようにします。 
公道を離発着場所とする場合は、管轄の警察署に道路占用許可を受ける必要があります。こ
の際の安全対策は、警察の指示に従ってください。 
 
  ３．３．２ 飛行経路設定 
 
飛行経路を作成する際は、障害物となりうるもの（高い建物、送電線など）や、道路、橋、

第三者上空の通過場所、緊急着陸場所などを考慮します。その際に、飛行経路直下だけでな
く、その周辺の近隣住民に対する影響等も含めて検討し、必要に応じて事前の周知、立ち入
り禁止区画の設定及び看板等の設置による注意喚起を検討します。 
 
  ３．３．３ 速度・高度 
 
速度は、ユースケースや飛行経路に応じて設定します。高度は、飛行経路上の障害物の高

さなどに注意して設定します。事前に現場確認を行い、障害物に対して十分な高さを確認し、
安全な飛行となるように設定します。 
とくに、架空送電線上を通過する場合は、電力会社と事前協議を実施します。 
 
  ３．３．４ 補助員配置 
 
目視外飛行においては、安全の確保、機体の状態及び有人機の接近などを監視するために

補助員を配置します。とくに離発着場所、道路上を横断する場所、操縦者の目視により見え
る範囲を超えた場所などに補助員を配置するようにします。また、操縦者と補助員は常に双
方向で連絡が取れるような通信手段を確保し、緊急事態に対応できる体制にする必要があ
ります。補助員を配置しない目視外飛行を行う場合は、看板の設置等、個別の安全対策を検
討してください。飛行経路図例は下図の通りです。 
 
  



19 
 

 

 
出典：地理院地図 

 
 
 
 
 

🅗🅗：離着陸場所  ▼：緊急着陸場所  ▲：飛行責任者  ●：安全管理者  
■：操縦者     ▲：補助員 

H 

H 
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３．４ 各種申請 
 
 本項では、地域実証を行うにあたり必要となる申請について説明します。飛行計画書を作
成する際、本項を参考に必要な申請、届出を行ってください。 
 
  ３．４．１ 無人航空機飛行許可・承認申請 
 
 航空法第 132条に定める「飛行禁止空域」（空港等の周辺の空域、地表又は水面から 150
ｍ以上の高さの空域、人口集中地区の上空）における飛行や同 132 条の２に定める「飛行
の方法」（日中（日の出から日没まで）に飛行させること、目視（直接肉眼による）範囲内
で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること、人（第三者）又は物件（第三者の
建物、自動車など）との間に 30ｍ以上の距離を保って飛行させること、祭礼、縁日など多
数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと、爆発物など危険物を輸送しないこと、無人
航空機から物を投下しないこと）によらない飛行を行おうとする場合は、飛行開始予定日の
少なくとも 10開庁日前までに、国土交通省へ申請を行い、本省より許可・承認を得る必要
があります。 
 「飛行禁止空域」のうち、地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域については、国土交
通省の許可のほかに、その空域を管轄する空港事務所へも別途申請が必要です。 
 「飛行の方法」については、届け出に関係なく、4つのルール（アルコール又は薬物等の
影響下で飛行させないこと、飛行前確認を行うこと、航空機又は他の無人航空機との衝突を
予防するよう飛行させること、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと）も基本
厳守が必要になっています。 
航空局ホームページ（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html） 
 
  ３．４．２ 小型無人機等の飛行に関する通報書 
 
 無人航空機は、航空法、小型無人機等飛行禁止法の２つの法律で規制されています。小型
無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空
における小型無人機等の飛行が禁止されています。 
重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場

合、小型無人機等の飛行を行う 48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設
周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、
上記通報に加えて、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を
経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。通報書には、飛行区域を示す地図を
添付する必要があります。当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付さ

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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れた同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。小型無人機等の飛行を行うの
が国または地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合は、国または地方公共団体か
ら委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があ
ります。警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。 
警察庁ホームページ（https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html） 

（https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html） 
 
  ３．４．３ 無線局の開設 
 
 無人航空機を利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備
が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づ
き、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、
周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はあ
りません。なお、無線局の免許を受けるためには無線従事者資格が必要です。詳細は総務省
に確認してください。ドローン等での使用が想定される主な無線設備については下図のと
おりです。 
 

 
出典：総務省「（別紙 1）ドローン等に用いられる無線設備について」より抜粋 

 
 

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html
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 例えば、農薬散布や測量、点検など長距離かつ安定した通信が求められる産業用無人航空
機には「5.7GHz帯」の電波が多く利用されています。このような無人航空機を飛行させる
場合は、前述の無線局の開設についての免許が必要です。 
 通信キャリア網を介して運航管理システムに接続する場合は、携帯電話等は地上での利
用を前提に設計された無線局であり、実用化試験局の免許手続きを行わない場合は、上空で
利用することはできません。携帯電話等を無人航空機に搭載して使用する場合は、実用化試
験局の免許手続きを行うことが必要です。実用化試験局の免許申請は、携帯電話等事業者が
行います。なお、携帯電話等を無人航空機に搭載して使用する場合は、既設の無線局等の運
用等に支障を与えない範囲で、免許申請の際に提出する試験計画の範囲内で行っていただ
くことが条件となります。 
総務省ホームページ（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/） 
 
  ３．４．４ その他申請・許諾 
 
 前述の申請・届け出のほかにも以下に挙げるような場合は、所轄の機関への届け出が必要
となる場合があります。内容を事前に確認し、必要に応じて所管の機関へ問い合わせを行い、
指示に従って必要な手続きを行ってください。 
 
・道路使用許可 
道路を離発着に使用したり、道路の交通を妨げる恐れのある飛行を行う場合は、警察に届

け出を行い、道路使用許可を得る必要があります。また、補助員がある程度の時間、歩道を
含めた道路上に立つ場合も道路使用許可の要否を確認する必要があります。 
 
・地権者の承諾 
飛行経路が私有地の上空を飛行する場合は、私有地の上空における飛行の承諾が必要で

す。事前にその土地の地権者に事情を説明し、承諾を得ます。 
 
・各条例に応じた届け出 
都道府県や市区町村条例等で無人航空機が規制されている場合があります。例えば、文化

財や自然保護エリアの上空を通過する場合は飛行禁止とされている場合があります。 
 
・河川法（国土交通省／水管理・国土保全局） 
河川におけるドローンの飛行にあたり、ドローンの飛行を禁止している場合や、河川管理

者へ事前に一時使用届の提出を求める場合があります。 
  

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
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河川におけるドローン利用 
（ https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kentoukai/drone/dai01kai/pdf/4_drone_ri
you.pdf） 
 
・海岸法（国土交通省／水管理・国土保全局） 
海岸におけるドローンの飛行にあたって、海岸管理者より、海岸の維持管理のための情報

把握の一環として、海岸一時使用届の提出を求められることがあります。 
 
・港湾法（国土交通省／港湾局） 
港湾区域及び港湾施設におけるドローンの飛行は、港湾管理者の管理行為に従う必要が

あります。地方公共団体が港湾管理者である場合、条例によりドローンの飛行が規制される
場合があります。 
 
・港則法（国土交通省／海上保安庁）、海上交通安全法（国土交通省／海上保安庁） 
特定港内または特定港の境界付近で、工事または作業をしようとする者は、港長または海

上保安監部・海上保安本部の許可を受ける必要があります。「工事」とは行為の行われた場
所において将来的に施設が存在するなどしてその痕跡を残すもの、「作業」とは痕跡を残さ
ないものとして区別されています。港則法と海上交通安全法は、どちらも海上交通の安全を
目的としていますが、その適用される範囲（海域）が異なります。 
 
・都市公園法（国土交通省／都市局） 
国営公園においては、ドローンを「持ち込み禁止品」と定めるところが少なくありません。

その場合、公園内での飛行も制限されることがあります。 
 
・自然公園法（環境省） 
環境大臣または都道府県により指定された自然公園においては、指定する区域に対して

立入禁止や木竹の損傷禁止が定められている場合があります。自然公園内であっても、私有
地に該当する場所については、土地所有者の同意・承諾が必要となります。 
 
・文化財保護法（文化庁） 
重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看

板を掲示している場合があります。 
 
・個人情報保護法（内閣府） 
ドローンにおける撮影・映像の指針として、総務省がガイドラインを定めています。 

  

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kentoukai/drone/dai01kai/pdf/4_drone_riyou.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kentoukai/drone/dai01kai/pdf/4_drone_riyou.pdf
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無人航空機による撮影・映像等のガイドライン 
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf） 
 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（環境省） 
ドローンはバッテリーや電子回路、多数のセンサーなどで構成されている精密機器であ

るため、紛失した場合は産業廃棄物にあたります。そのまま放置してしまうことで、廃棄物
処理法違反にあたる可能性があります。 
 
・外為法（経済産業省） 
貨物（無人航空機）を国外に輸出する場合は、経済産業省に輸出許可申請を行う必要があ

ります。 
 
・労働安全衛生法（厚生労働省） 
石油精製、化学工業等のプラントの設備点検における特有の法的規制として、引火性の物

の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において、電気
機械器具を使用する場合には、防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ使用し
てはならないとされています。 
プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン 
（https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200327009/20200327009-2.pdf） 
  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200327009/20200327009-2.pdf
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３．５ 安全管理体制 
 
  ３．５．１ 目的と概要 
 
安全な飛行を実現するために、航空法や関連法令の遵守、使用する無人航空機の性能や機

能の十分な理解、または、事前の現場確認などによる飛行の方法や場所に応じて生じるリス
クの把握を通じて、安全上の対策を講じる必要があります。安全な飛行と判断できない場合
は、飛行計画を再検討する必要があります。 
 
  ３．５．２ 機体、機材の点検と整備 
 
安全な運用を行う為に、機体、バッテリー、その他の機材の日常点検、飛行前点検、飛行

後点検は不可欠です。機体メーカー毎に点検方法や項目は決められているので、その内容に
沿って点検を実施します。特にプロペラの状態（欠損やひび割れ）確認、取付部分のナット
の締め増し、機体部分のナットの締め増し、バッテリーの劣化状態の確認などを忘れると重
大事故の原因となりますので、注意が必要です。 
 
  ３．５．３ 飛行条件の確認 
 
地域実証を実施する際の安全対策の一環として、機体性能を考慮して飛行を実施する際

の条件を決める必要があります。雨天や降雪時の飛行、機体の性能以上の風速での飛行など
は、事故の原因となりますので、飛行実施条件を事前に決めておく必要があります。 
＜飛行条件の例＞ 
・気象条件【天候、風速○○m/s以下、外気温○○℃～○○℃など】 
・GPS数値 
・その他、飛行場所や地域特有の条件 
 
  ３．５．４ 現場確認 
 
まず机上で事前にリスクとなり得る場所や条件などについて、情報収集します。その後、

現場確認を行い、対象となる場所の目視確認や、リスクとなりうる条件に当てはまる環境の
発生頻度を確認します。実施した調査に基づきリスク軽減策を検討し、検討の結果、リスク
回避が困難と判断した場合は、飛行計画を再検討して、再調査を実施し、リスク軽減策を策
定します。飛行前にも最終確認を行い、事前調査時と異なる状況が見られた場合は、目視等
にて安全対策上問題が無い事を確認します。必要に応じて、補助員を追加で配置するなどの
対策を講じます。 
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  ３．５．５ 飛行計画書の作成 
 
飛行計画書には、地域実証日時、飛行場所、飛行経路、使用機体や機材、実証体制図と体

制図に記載されている各担当の役割、飛行条件、緊急連絡網（関係機関、病院、警察、消防、
管轄の航空局など）、各種許可承認書の内容を記入します。併せて、事故が発生した時の対
応方法や、怪我人への対応、機体回収方法、連絡方法などを併せて明記します。 
飛行経路図には、離発着場所、緊急着陸場所、高度や速度、人員の配置などを明記します。 
また複数社で実施する場合は、各社の役割、担当者の役割分担を明記します。 
 
実証体制図例 

担 当 氏  名 所属 
飛行責任者 ○○○○ ○○○○株式会社 

安全運航管理者 ○○○○ ○○○○株式会社 
操縦者 1  ○○○○ 株式会社○○○○ 
操縦者 2  ○○○○ 株式会社○○○○ 
補助員 1  ○○○○ ○○○○株式会社 
補助員 2  ○○○○  ○○○○株式会社 
補助員 3  ○○○○  株式会社○○○○ 

 
実証体制図例 
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緊急連絡網例 

 
 
  ３．５．６ 新型コロナウイルス感染症対策 
 
地域実証を実施する自治体や関係者間で、それぞれの感染対策方法（検温の実施、マスク

着用、消毒の徹底、密にならない人員配置、接触確認アプリ（COCOA）の導入など）を共
有し、遵守します。 
地域実証の現場には水道等が無く、手洗いができない事があるため、各自で消毒液やウエッ
トティッシュを持参してください。さらに、1 つの機器を複数人で使用する事が多いため、
手の消毒をしてから機器に触れるなど、十分注意してください。 
 
厚生労働省「３つの密を避けるための手引き」 
（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf） 
 
  

事故発生時の
対処・

緊急連絡体制

事
故
発
生
時

負
傷
者
応
急
手
当
【

最
優
先
】

一時連絡先 関係機関連絡先

現場責任者 緊急119

氏名：○○○○ ○○消防署

電話番号 電話番号

緊急110

○○警察署

電話番号

○○病院（救急病院）

電話番号

住所

○○県庁

電話番号

○○○○(株)　○○部　責任者：○○○○

電話番号

※マルチコプターを使用して、「人の死
傷、第三者物件の損傷、機体の紛失、航空
機との接触・接近」が発生した場合

国土交通省　○○航空局

電話番号

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf
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国土交通省「工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り組
み事例」 
（ http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/for_company/corona_jirei/korona_genbataisaku
zirei1.pdf） 
 
  ３．５．７ 事故が起きた時の対応 
 
どんなに安全を考え、対策を講じても事故は起こる可能性があります。事故が発生した場

合、まず、位置を特定して事故現場に向かいます。機体が消息不明となった場合は、フライ
トログ等で消息不明となった位置を特定します。つぎに、現場付近に到着したら、負傷者の
有無を確認します。負傷者がいる場合、救助に向かった人が二次的被害に巻き込まれないよ
う、安全を確保してから、必要に応じて専門家の指示に従い、救護を行います。また、機体
の状態や被害状況を確認し、もし、プロペラが回転している場合は、機体の電源を強制遮断
するなどの対応を行います。またバッテリーからの発煙、火災発生時は、火花が収まってか
ら消火器や大量の水で消火するとともに 119 番通報をしてください。そして、事故現場の
状況は写真に収め、事故原因の究明や事故報告の際に使用します。周囲の安全が確保できた
ら、機体は破片も含め、全て回収します。最後に、被害関係者や航空局等の関係機関へ、速
やかに報告書等を提出し、事故原因の究明とその対策方法を検討します。事故原因と対策方
法が確定するまでは、次の実証は行わないようにします。必要に応じて、安全対策の見直し
や、追加対応を策定し、安全が確保できる状態になってから、実証を再開するようにしてく
ださい。 
 
  ３．５．８ 事故が起きた時の責任と保険 
 
無人航空機による事故では、民事上の責任、刑事上の責任を負う事となります。 

・民事上の責任： 
人に怪我をさせる、第三者の物を破損するような場合、損害賠償責任が発生します。 

・刑事上の責任： 
① 過失により人を負傷させた場合、過失傷害罪 
② 過失により被害者が亡くなった場合、過失致死罪 
③ 業務中の事故の場合、業務上過失傷害罪、業務上過失致死罪 

 
自社で必ず賠償責任保険や動産保険などに加入してください。また飛行計画書に保険会

社名と補償金額を明記します。地域実証時には、これらの保険証書のコピーを携行してくだ
さい。 

http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/for_company/corona_jirei/korona_genbataisakuzirei1.pdf
http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/for_company/corona_jirei/korona_genbataisakuzirei1.pdf

