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Ⅰ ドローン普及の現状 

 

1.1 普及黎明期 

近年での無人航空機 (Unmanned Aerial Vehicle)の機器性能とユーザー操作の技術進展は日進月歩で

進んでおり、様々な分野での利用が増加しています。３つ以上のローターを搭載した回転翼機（マルチ

ローター）はドローンと呼ばれ、当初は空撮(エンターテインメント関連)を目的とした利用が多く見ら

れました。ドローンの機体及びカメラ性能の向上に伴い、プロの作業分野でも活用が広がる中、ドロー

ンの機器構成も分野用途に応じた機体選択が可能となり、分野毎に細分化されてきました。ドローンの

機体については、２０１０年にフランスの Parrot社から販売された空撮用機体(図１)で、スマートフォ

ンにて操縦できる一般消費者向けの機体が始まりと言われています。発売から約２年後の２０１２年に

は数十万個のドローンが販売され、一般にもドローンの認知が進んだと言えます。２０１０年～２０１

２年はカメラの延長の認識が強く、産業利用での活用例は少ない時代でした。また、主にエンターテイ

ンメント向けの空撮で利用されていた機体は操舵とカメラ操作が統一されたシステムが存在しておら

ず、個々に機器運用するケースが多く見られました。離陸前にカメラ電源を操作し、飛行中の撮影操作

が行えず、飛行完了後に撮影映像を確認する運用がありました。また機体に使用される電源はリポバッ

テリー(Lipo)の採用が多く、充電・管理・保管などの注意が多い時代でした。リポバッテリーは複数セ

ルで構成されており、独自電圧がある事から、使用が進む中でセル個々の電圧差が発生します。セルの

電圧差が発生すると、過放電あるいは過充電の状態が発生し、リポバッテリーが破損します。セルのバッ

テリーの扱いで一番事故が多いのは過充電によりバッテリーが使用不能となるケースで、扱いの仕方に

よっては発火に繋がる事がありました。また、リポバッテリーの構造はラミネートパックの形状が多く、

ドローンの接触事故や機体墜落による強いショックからパックが破損し、機体炎上や爆発事故が発生し

ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ Parrot社 AR.Drone 
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1.2 普及成長期

ドローンの普及成長期の基礎になったものに、カメラとバッテリーの運用性と機能性の向上があげら

れます。中国企業の DJI 社が２０１２年に販売した初期モデル(Phantom１(図２))は、専用カメラの付

属はなく、アクションカメラを取り付けて撮影を行う方法となっていました。初期モデルにはカメラ撮

影時の揺れや傾きを軽減できる「ジンバル」機能がなく、カメラを取り付ける為の土台があるだけでし

た。ただ初期モデルはカメラ設備が貧弱でも、高い機体制御機能があることから、ラジコン用のジャイ

ロと比較して飛行の安定感があり、「空飛ぶカメラ」として注目を集めました。２年後の２０１４年に

は、今まで運用に手間があったバッテリーもインテリジェントバッテリーを採用し、専用カメラとジン

バルが搭載されたことから、人気が高まり、導入する人も増えました。また２０１５年にはカメラ性能

が向上し、４Ｋカメラを搭載した機体(図３)がリリースされ、この頃から高画質の画像やセンシング

データの利活用が進んできました。農業分野においてドローンの活用が急速に広がり様々な試みが進む

のもこの時期であり、撮影された画像から作物の生育状況などの情報を収取する取り組みが行われる事

となりました。

しかし、利用者の急速な増加に比例してドローンが関わる事故・事件が多発してきました。記憶に残

る事件として、平成２７年４月に発生した首相官邸屋上のヘリポート付近でドローンが墜落した事があ

り、これを契機にドローンに関する法整備が本格化し、平成２７年１２月１０日に航空法が改正され、

ドローン（小型無人機航空機）の飛行ルールが定められました。この改正から小型無人機の安全な運行

を確保する為のルール運用が始まり、国土交通省大臣の事前承認が必要となりました。

                      

図 ２ 初期モデル Phantom1 図３ ４Ｋカメラモデル Phantom３
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図４ 一般的なシミュレーションソフト 

1.3 普及までの背景 

 最近では量販店でも安価で高性能な機体を入手する事が可能となり、空撮を行う事に対して障壁は低

くなったと言えます。ドローンの普及背景には「機体の高性能化」、「操縦のし易さ」、「機体の価格」、「撮

影コンテンツの共有」の４点があるといえます。ドローンが登場するまで自身で空撮を行うには飛行機

やヘリコプターといった設備が必要で、操縦方法の習得、ライセンス取得など時間もコストもかかりま

した。そのため、実際は専門業者に撮影を依頼する事が一般的でしたが、これも大変コストがかかる事

でした。ラジコンの飛行機やヘリコプターという選択肢もありますが、これも機体自体が最低でも何十

万円もする高価なもので、操縦方法を習得するにも大変難しい事でした。 

操縦方法の習得もパソコンのソフトウェアでのシミュ

レーショントレーニングで訓練を行い、疑似的な飛行訓練

の経験を積んだ上で次に実際に飛行訓練を行うという流れ

が一般的でしたが、ドローンの操縦はさほど難易度は高く

なく、数時間の訓練で基本的な操作は習得できるようにな

ります。 

ラジコンの飛行機やラジコンと比較し、ドローンの素晴

らしい機能はホバリングにあると言えます。操作に不慣れ

な方はパニックに陥り意図しない操作をする傾向にありま

すが、最近の機体は操作に困った場合、プロポ等の操縦機

より手を離す事で、機体をその場に留める事ができます。

また、ドローンの進化には、スマートフォンの存在があり

ます。スマートフォンには通信機能はもちろんの事、位置

情報を取得する GPS 機能の搭載、電話機自身の傾きや、明

るさ、加速度センサなどが積まれ、様々な機能が盛り込ま

れています。ドローンはスマートフォンの機能を活かし、

同じ技術により開発されています。またスマートフォンの出荷台数の増加に伴い、電話機本体を構成し

ている電子機器のコストが下がり、部品がコモディティ化（高付加価値の製品が一般化することで価格

が低下）した事により、材料の低コスト化も実現できたと言えます。操作性もスマートフォンのアプリ

ケーションと連動した事で、飛行までの複雑な操作が簡略化され、操作自体も機体搭載センサやスマー

トフォンのセンサが連動し、操縦者

をアプリケーションがフォローす

る事が可能となりました。操作の

フォローで一番安心な事は、フェー

ルセーフ機能（誤動作等により障害

が発生しても安全側に制御する機

能）が充実していることです。代表

的な機能として「リターントゥホー

ム（RTH）」があり、バッテリー残量

が少ない場合や、緊急事態となった

際に、自動で帰還してくれる機能で

す。機体が離陸する際に GPSに位置
図５ シミュレーション画面 
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情報がホームポイントとして記録され、緊急事態が発生した場合は、このホームポイントまで自動帰還

する仕組みとなり、ドローンの墜落や見失ってロストすることを回避することができます。 

 作成コンテンツの共有化については、一番影響のある事は「鳥の視点」を手に入れた事です。本来人

間では撮影する事が難しい鳥の視点から、操作も難しくなくきれいな写真、動画が撮影できるようにな

りました。そしてＳＮＳを通じて写真や動画を投稿できるようになり、臨場感や迫力を損なわず、高品

質な空撮映像を低コストで撮影ができ、コマーシャルや映像業界でも撮影機材としてドローンを採用す

る場合が増加しました。このような、高性能化、楽な操作性、導入の低コスト化、情報共有がドローン

の普及が促進した背景と言えます。 

 

 

 

 

図６ ＤＪＩ製アプリケーション事例 



55 
 

Ⅱ ドローンの活用分野 

 

2.1 様々な産業での活用が始まるドローン 

 ドローンの活用は趣味やエンターテインメントでの空撮がイメージされやすいと思います。２０１０

年にフランスの Parrot 社から販売された空撮用機体が始まりと言われ、その後数年で機体性能やカメ

ラ、付随する機材などが高性能となり、実業務で使用できるレベルとなりました。 

 

2.1.1 測量での応用 

 日本では国内の公共団体の実施する測量等は測量法に従い実施しなければなりません。測量を行うに

も測量士又は測量士補が登録された業者でなければ従事することはできません。 

航空写真測量もドローン機体の性能や撮影機器の機能及び精度向上により、今まで衛星や航空機、有

人ヘリなどで実施されていた航空写真測量をドローンで行う事が可能となりました。 

今までは航空写真測量を行う為には航空測量事業者に依頼し、パイロットの調整や天候を予測した日

程確保等で時間も費用もかかりました。 

しかし、ドローンの登場で専門の航空測量事業者に依頼せずとも、企業の社員や団体スタッフ等がド

ローン操縦や機材操作を学び、撮影する事が可能となりました。撮影写真や撮影時に取得した位置情報

などを自身で解析する事ができ、それを測量データとして活用する事ができます。 

またドローンを活用する事のメリットとして、「撮影被写体に近づける事」、「機体の運搬が容易な事」

があげられます。航空機では撮影被写体までの距離に制限があり、高精度の撮影を行う際には高機能な

撮影機材が必要となります。 

ドローンは低空飛行が可能な事から特別な撮影機材が無くとも高精度の映像が撮影できます。 

機体の運搬についても少人数のスタッフで積み込みを行う事ができ、特別な車両も必要なく自動車によ

る運搬が可能です。 

図 ７ ドローンによる航空測量写真 
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2.1.2 災害救助・防災活動での応用 

ここ最近、日本での災害被害が

多発している事から、災害現場に

おける救助活動支援や被害状況の

確認、事前調査等でのドローンの

活用が増加しています。国土交通

省東北地方整備局は災害が発生し

た際、ドローンの操縦技術がある

個人や企業と調査依頼を行う制度

として「ＵＡＶ活用官民協力制度」

を整えており、『ドローンを用いた

被災状況動画撮影のポイント集』

も作成されています。 

災害発生時のドローンを活用

する有用性として、「装備が搬送

しやすい」、「低い高度から災害現場に近づける」、「飛行ルート設定による夜間飛行」、「二次災害の回避」、

があげられます。装備の搬送しやすさに関しては、車両の進入が困難でも人が進入する事が可能であれ

ば、小型ドローンを装備し現地に近づく事が可能です。低い高度から災害現場に近づける事に関しては、

天候不順により雲が低く垂れ込めている等で、衛星や防災ヘリコプターや測量用航空機等では撮影が困

難な場合、ドローンで対象物に近づける事が可能となります。 

また予め飛行ルートを事前に設定する事で、夜間飛行が可能となり、よりスピーディーな情報収集が

可能となります。何より一番

のメリットは無人飛行がで

きる事にあり、二次災害が想

定される現場ではドローン

による情報収取が有用な手

段と言えます。また防災訓練

では、通常実施される訓練に

加えてドローンを併用する

取り組みも増加しています。

避難者および要救助者の人

数や現場状況の把握、避難経

路の事前確認など、限られた

時間で情報収取を行う手段

として取り入れる自治体も

増えています。 

 

 

  

図９ 決壊河川の被害調査 

図８ 避難者の夜間救助訓練 
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2.1.3 農業分野での応用 

 ドローンを農業に導入する最大メリットは農作業の効率化が進むことにあります。 

１年を通じた一連の農作業のうち、今まで人手や農業機械で行っていたものでも、ドローンで行う事

が可能な作業については、ドローンを活用すると作業効率が向上すると期待できます。 

農業の問題点である高齢化や、担い手のみならず人手も減少する中で、少ない人手により多くの農作

業をこなす事ができるようになります。 

水稲を例に取ると、ほ場の見回り、種まき、薬剤の散布などがあげられ、ドローンはこれらの作業を

上空から行える事ができ、機体の自動制御を活用すると、作業者の一人当たりの作業時間の短縮や、対

応できる農地面積を増やす事が可能となります。 

他のメリットとして、「パソコンやＩＴ機器との相性が良い」、「農作物の生育記録や作業工程をデー

タ管理できる」、「昼夜問わず自動制御が可能」、「小型ヘリコプターと比較し導入コストが安い」があげ

られます。作業負担が削減できる事と、生育データの蓄積により、熟年者の経験値や暗黙知を形式知に

変換できるようになります。このように、農業分野でのドローン活用は農作業の効率が向上し、少ない

手数で運用が行え、農業が抱える問題を解決する一助になります。 
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Ⅲ 航空法規則とガイドライン 

 

 平成２７年１２月１０日 から施行された改正航空法では、ドローンやマルチコプターを「無人航空

機」と定義し、飛行のルールを航空法に定め、空中飛行の際には国土交通大臣の許可・承認が必要にな

ります。農地や私有地であれ改正航空法に抵触する場合がある為、必ず概要を理解することが必要です。

下記に該当する地区及び空域にて無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可及び承認(図

１０)を受ける必要があります。また、無人航空機の利用者は同法のルール以外にも、関係法令及び地

方公共団体が定める条例を遵守する必要があります。 

 

3.1 無人航空機の飛行に係る法律 

航空法以外に、無人航空機の飛行に係る法律は以下に挙げられます。 

法律に抵触する事例と共に飛行の際には注意が必要です。 

 

3.1.1 小型無人機等飛行禁止法 

テロ対策を視野に入れたドローン規制法の一つで、飛行禁止エリアを個別に指定するする内容で改正

航空法を補完しています。 

この法律は議員立法となり、改正航空法よりも厳しい内容となります。 
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図 １０ 無人航空機の飛行に係る許可・承認書 

東空運第＊＊号 

東空検第＊＊号 

 

無人航空機の飛行に係る許可・承認書 

 

＊＊＊＊会社 殿 

 

 令和＊年＊月＊日付をもって申請のあった無人航空機を飛行の禁止空域で飛行させること及び

飛行の方法によらず飛行させることについては、航空法第１３２条ただし書及び第１３２条の２

ただし書の規定により、下記の無人航空機を飛行させる者が下記のとおり飛行させることについ

て、申請の通り許可及び承認する。 

 

記 

許 可 及 び 承 認 事 項：航空法第１３２条第２号 

             航空法第１３２条の２第５号、６号及び第７号 

許 可 等 の 期 間：令和＊年＊月＊日から令和＊年＊月＊日 

飛 行 の 経 路：日本全国（飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び 

物件の安全が確保された場所に限る） 

無 人 航 空 機：別紙無人航空機一覧の通り 

無人航空機を飛行させる者：＊＊ ＊＊ 

条 件： 

以上 

 

・申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守

して飛行させること。また、飛行の際の周囲の状況、天候などに応じて、必要な安全対策を

講じ、飛行の安全に万全を期すこと。 

・航空機の飛行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な

事情の変化があった場合には、許可を取り消し、又は新たに条件を付すことがある。 

・許可等の期間において３ヶ月ごと及び許可等の期間終了後に、飛行実績を報告すること。 

 

令和＊年＊月＊日 
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3.1.2 民法２０７条（土地所有権） 

 改正航空法では、三つの飛行禁止エリアの規定が定義されています。 

・空港等の周辺の上空の空域 

・１５０ｍ以上の空域 

・人口集中地区の上空 

土地には地主（地権者）や管理者がおり所有権が存在します。条文は「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およぶ」となる事から、無許可では飛ばせない事になり、無許可の場合には

敷地空間利用の権利侵害行為になります。 

 

図１１ 警視庁 小型無人機等飛行禁止法 概略図（警視庁ＨＰより） 
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3.1.3 電波法 

 一般的に普及しているドローンの機体は、２.４ＧＨｚ帯の電波で操縦をしています。また映像の伝

送や他機能(図１２)でも電波を使用しています。 

  正規品を購入し飛行する分には違反となる事はありませんが、下記の行為については違反行為に抵触

する可能性があります。日本で許可されていない電波帯の使用や電波の出力が大きい場合は電波法の

ルール違反となります。 

・飛距離の向上等で電波の出力を改造した 

 ・海外製品の並行輸入品を購入 

・海外のネットショップで購入機体に「技適マーク」が無い 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１２ 機能毎の電波利用イメージ 
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3.1.4 道路交通法 

 撮影方法に応じて道路使用許可の取得が必要になる場合があります。 

国交省配布のガイドラインに高速道路上の飛行は注意事項として記載されており、ほ場の撮影場所が

交通量の多い道路(図１３)や高速道路上付近に関しては、管轄の警察との事前相談と調整が必要になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ ほ場付近の交通量の多い道路 
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3.1.5 個人情報保護法 

  ほ場の撮影で個人情報及びプライバシー侵害と疑われる対象として以下があります。 

・顔等が映り込んで個人が特定できる映像 

・個人宅の様子や洗濯物等の映り込んだ映像 

・車のナンバープレートや個人宅が特定できる映像 

撮影時には個人が特定できる対象物は極力映り込まないようにする事が重要となり、カメラアングル

調整や飛行ルートの変更など事前に検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ ほ場周辺の住宅 
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3.1.6 外国為替及び外国貿易法（外為法） 

 無人航空機、農薬散布用ヘリ等は軍事転用可能なパーツ、機能を有しており輸出が厳しく制限されて

います。該当する主な条文としては、輸出令別表第１の１３項(４)の「無人航空機又はその部分品若し

くは附属装置」があります。 

例えば、作物の生育状況等を撮影する際に利用されるサーモカメラ(赤外線カメラ)等は、軍事転用が

可能な事から、輸出輸入とも扱いが厳しい機材となります。 

 

3.1.7 廃棄物処理法 

ドローンの機体はパソコン等のＯＡ機器と同様に多くの電子パーツが組み込まれています。機体を処

分する場合は廃棄物扱いとなりますが、注意すべきは廃棄物の区分が一般ではなく産業廃棄物に該当す

ることです。処分を行う際は対象となる自治体に確認し適切に対処する事が必要です。廃棄物処理法の

違反は罰則も厳しく、企業の行為とみなされた場合、５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金

となる場合もあります。その自治体に合わせた方法で処分するか、専門業者へ依頼する方法で問題はあ

りません。大抵の機種は位置情報を保有していますので、事故や何らかの不具合で機体ロストが発生し

た場合は機体状況の確認が必要となります。 

 

3.1.8 無人航空機の飛行を制限する条例等 

 国土交通省や農水省のルールとは別に、都道府県条例や自治体毎の条例やルールがあります。地域に

よっては飛行制限や持ち込むこと自体が禁止される場合があります。 

 

 例） 神奈川県横浜市 横浜市公園条例  

条例第５条第１０号において、危険な行為の禁止及び他人の迷惑になる恐れのある行為の禁止を定め

ており、ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。 

 

3.1.9 森林法・景観法・河川法・海岸法・港則法 

 各自治体の条例と同じく、管理や安全に支障をきたす行為を禁止しています。ドローンの利用に関し

ては、そこを管理する国や市の確認や判断が必要となります。 

  ドローンを自由に飛行できる場所は無いと思った方が良いと思います。 
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3.2 改正航空法の概要 

 改正航空法の概要は次の通りです。 

 ・「航空法施行規則」(平成２７年運輸省令第５６号 : 最終改正平成２９年３月２９日) 

 ・重量２００g以上の無人航空機が対象 

 ・以下に該当(図１３参照)する場所や状況に該当する場合は国土交通大臣の許可及び承認が必要 

 

(１) 空港周辺(進入表面等)の上空の空域 (図１３ (Ａ)該当) 

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水

平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、（進入表面等がない）飛行場

周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める

空域  。 

 

(２) 地表又は水面から１５０ｍ以上の空域 (図１３ (Ｂ)該当) 

地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する

管制機関と調整が必要となり、民間訓練試験空域（訓練空域）のエリア内に該当するかの確認が必要  。 

 

(３)人又は家屋の密集している地域の上空(図１３ (Ｃ)該当) 

密集地域は人口統計用語でＤＩＤ地区（図１４参照）と呼ばれ、該当地域は国土地理院の地理院地図

で確認する事ができます。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域（国土交通省ＨＰより）  
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図１６ 地理院地図ＤＩＤ地区 
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Ⅳ ガイドラインの概要 

 

4.1 ガイドラインの概要 

無人航空機を飛行させるにはガイドライン（ルール）を守らなければなりません。以下にガイドライ

ンと承認が必要な状況を記載します。 

 

(１) 日中(日の出から日没)に飛行させる事。日の出前や夜間の飛行は申請が必要。 

(２) 直接肉眼による目視の範囲内で常時監視して飛行させる事。長距離の飛行、モニターでしか運用

できない状況は申請が必要。 

(３)  人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に３０ｍ以上の距離を保ち飛行させる事。

３０ｍの距離を保てない場合は申請が必要。 

(４) 祭礼、縁日などイベント等で多数の人が集まる催しの上空で飛行させない事。農業体験等で人が

多数集まるイベントは申請が必要。 

(５) 爆発物など国土交通省令で定める危険物を輸送しない事。薬剤(農薬)、肥料は国土交通省令で定

める危険物と指定され輸送には申請が必要。 

(６) 無人航空機から物を投下しない事。薬剤の空中散布は個体、液体問わず物件投下に該当する為、

農薬や肥料、水、種子、融雪剤を散布することは、物件の投下の申請が必要。 

 

また、上記以外で農作業の中で起こりうる事例を下記に示します。 

航空法以外で様々法律に抵触致しますので、事前に作業内容を確認する事が必要です。 

 

(１) 自治体等の条例による制限。 

公園、学校等又は通学路が近い場所。 

(２) 電波法に触れる無人航空機の運用。 

   不法改造や技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれかあるいは両者の認証が無い機材の

運用。 

(３) 国の重要な施設、外国公館、公共施設等の周辺の飛行。 

(４) 私有地の上空を飛行。 

(５) 高速道路や鉄道の上空を飛行。 

(６) 道路での無人航空機の離着陸。 

(７) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設付近での飛行。 

無人航空機とコントローラーの間で電波障害を起こす可能性があります。 
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4.2 農業における飛行申請の概要 

ドローンでの農薬散布に関係する法律が「航空法と農薬取締法」法律です。農作業で利用する無人航

空機の場合、航空法以外に一般社団法人農林水産航空協会が定める申請が必要となります。この申請書

は農作業実施者等に代わり代行申請ができます。 

 

 (１) 運用する無人航空機の機体が農林水産航空協会長の性能確認を受けている事。 

 (２) 運用する無人航空機の機体は農林水産航空協会に登録してあり、定期点検を受けている事。 

(３) 無人航空機を操縦するオペレーターも同協会指定の操作技能認定を受けている事。 

(４) ほ場での散布飛行は、農林水産省や農林水産航空協会が定める産業用マルチローター（オペレー

ター・ナビゲーター）のマニュアルに従う事。 

  

この代行申請制度により、個々の防除作業実施者(企業、組合等)から「防除等実施計画」を認定整備

事業所を通じて農林水産航空協会長が取りまとめ、一括して国土交通省に代行申請して、「無人航空機

の飛行に係る許可・承認書」を受けます。 

申請から許可・承認書の交付までは次の流れとなります。 

 

 
図１７ 申請から許可・承諾書の交付までの流れ 

 

① 防除作業実施者は、国土交通省が指定する申請書を作成し認定整備事業所へ提出する。 

② 認定整備事業所は、「代行申請依頼書」と共に、「防除等実施計画」を農水協へ提出する。  

③ 協会は、申請を受けた「防除等実施計画」を取りまとめで国土交通省へ代理申請を行う。  

④ 申請に基づいて、防除実施者(オペレータ名)が記載された「許可・承認書」が送付される。    

⑤⑥「許可・承認書」の写しが送付される。 
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 「許可・承認書」の写しに関して、作業実施にあたり防除実施者は必ず携帯しなければなりません。

携行にあたっては紙、電子媒体は問いません。 

     

 

 

図１８ 電子媒体による「許可・承認書」写しの携行 
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4.3 安全ガイドライン 

 農薬散布ドローンに関する農水省による手続・規制に関して、２０１５年１２月成立した「空中散布

における無人航空機利用技術指導指針」が２０１９年７月に廃止され、「無人マルチローターによる農

薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が成立しています。 

 このガイドラインは無人ヘリコプター及び無人マルチローター（ドローン）による農薬の空中散布を

行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる内容を目安として示していま

す。ガイドラインの概要として以下が明記されています（資料参照）。 

 

(１) 主な記載事項（農薬の安全使用に関する事項） 

・空中散布計画の事前検討、実施区域周辺への情報提供に関すること 

・空中散布実施時に留意する事項 

・事故発生時の対応 

・関係機関の役割（国：情報の収集と提供、機体メーカー：散布方法の情報提供等） 

(２) 技術指導指針には記載されていたが、新ガイドラインには記載されていない事項 

・航空法に基づく許可・承認の申請に関すること 

・安全な飛行に関すること（機体不具合時の対応等） 

・機体やオペレーターの認定等 

・飛行計画と飛行実績の報告に関すること 

 



21

UAV
oT



22

手手軽軽にに観観測測 工工夫夫がが必必要要 最最近近注注目目
(EC)

(DO) ( )

(ORP)

(pH)

( )

( )

(CO2)

Wi-Fi	/	 LAN/3G
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デデババイイスス／／通通信信ププロロトトココルル 主主なな特特徴徴

LAN

50m 1.5km

BLE(Bluetooth	Low	Energy)
2.5mW	10m
100mW	100m

500m Km
3 3 10

160 30m

BLE(Bluetooth	Low	Energy)

3G/LTE
Wi-Fi

( )

ICT
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肥肥 料料：：ななしし

除除草草剤剤：：田田植植ええ同同時時 ソソルルネネッットト粒粒剤剤 １１ｋｋｇｇ/１１反反当当
肥肥 料料：：ななしし

除除草草剤剤：：銀銀河河フフロロアアブブルル500ｃｃｃｃ/１１反反当当
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空空撮撮映映像像かからら得得らられれるる情情報報
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UAVももセセンンササーーののひひととつつ
セセンンササーーはは勝勝手手にに「「喋喋っってて」」くくれれるる道道具具

ままずずははデデーータタをを蓄蓄積積ししままししょょうう。。

情情報報はは農農業業経経営営のの武武器器ににななりりまますす。。
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Ⅷ ドローンによる情報可視化 

高精細カメラ撮影によるデータ分析の傾向と特徴 

農業現場でのドローン活用は農薬散布だけではなく、映像の活用も期待が持てます。 

ドローンでセンシングする最大の利点は農地の面に対して垂直方向から俯瞰して画像を取得するこ

とができ、画像からは膨大な量の情報と気づきを得られることです。 

映像データを篤農家の経験や勘、蓄積した過去データを活用し、ＡＩ分析に活用できると共に、分析

結果から生育状況の判断、作物やほ場ケアの契機、病害虫の発生と予防に役立てる事ができます。 

 

8.1 ほ場上空写真（単純な空撮） 

ほ場の上空より単純に空撮することで得られる写真となります。映像分析というよりは篤農家の経験

や勘から画像を判断しほ場の状況を把握することに活用できます。 

得られる情報として作物の生育状況、葉の色による病害虫の気づきなどが挙げられます。 

最近の撮影機材は解像度が向上し、拡大する事で植物の状態を確認する事ができます。 

  ＜得られる情報例＞ 

    ・作物の繁茂状態から前年の肥料がどれだけ土壌中に残っているか判断できる。 

    ・倒伏場所の把握と事前確認が行える。 

  ＜メリット＞ 

    ・ほ場見回りの時間短縮に期待できる。 

    ・時系列に撮影をする事で、その気候や経験値と比較が行える。 

  ＜デメリット＞ 

    ・判断が経験則に頼る事が多く、基準が曖昧。 
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下記の写真は水稲ほ場の上空５０ｍから撮影した静止画です。図１９が全体写真、図２０が一部を拡大

した写真となります（画像サイズ：幅５,４７２ピクセル、高さ３,６４８ピクセル） 

写真の一部を拡大する事で作物の生育状況をより細かく確認する事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図１９ 水田全体写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２０ 図１９の拡大写真 
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また、ドローンでほ場を撮影すると、ほ場全体を見渡すことができ、葉の色や倒伏箇所の確認も行え

ます。これにより、水田の奥まで人が近づき確認する手間が省略でき、見回りも時間短縮で済ませるこ

とが可能になります。 

  

 

図２１ 全体の葉色や倒伏場所が分かるほ場全体写真 

全体の葉色 

倒伏場所 
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8.2 赤外線写真 

 サーモカメラを搭載したドローンからの空撮写真となります。映像からは作物の温度が可視化でき、

人の目視ではわからない情報が得られます。 

 作物に太陽光が照射されると、太陽光の中に含まれる赤外線が作物に吸収されて葉の温度が高くなり、

光合成に利用される（太陽光）可視光線が熱となり葉の温度を上昇させます。 

 作物の葉の表面や裏面には気孔という孔があり、光を感知すると気孔が開き、作物体内から水分を蒸

散します。水蒸気となり大気中に放出する際、気化熱が奪われる事により、葉の温度を低下させていま

す。このような蒸散作用を映像でとらえることにより、植物の活性度を可視化できると言われています。 

また、水田の水管理においても、分げつ期の水管理を経験値に頼るのではなく、映像から得られた情

報をもとに、経験の浅い農家でも作業の判断基準として活用できることが期待されます。 

 

  ＜得られる情報例＞ 

    ・蒸散作用の温度差から作物の活性度を測る事ができる。 

    ・水稲であればほ場内の水温を可視化でき水温と生育状況の関連性が得られる。 

  ＜メリット＞ 

    ・作物の個体別の活性度から施肥等の資材調整に期待できる。 

    ・ほ場全体の温度差から生育状況の把握に期待できる。 

   ＜デメリット＞ 

    ・ドローン期待やサーモカメラが高価である。 

    ・天候や撮影時間、太陽光の射角方角に制限がある。 

 

図２２、図２３は水稲ほ場の上空３０ｍから赤外線カメラで撮影した静止画です。 

 図２２が稲の様子を撮影したものであり、生育の良い個体は写真では明るく映るため、生育の相違を

確認する事ができます。 

 図２３の写真は水温を可視化した映像です。黄色いエリアの水温が高い場所を示し、ほ場全体の水温

のムラを確認する事ができます。 
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         図２２ 水田（稲の様子）を赤外線カメラで撮影した画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図２３ 水田（水温）を赤外線カメラで撮影した画像 
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8.3 マルチスペクトル写真

マルチスペクトルカメラで撮影した映像を分析し、生育状況の確認や生育診断等に活用されています。

複数の波長帯の電磁波で植物の状態を記録した画像をマルチスペクトル画像と呼び、人の目視で認識

できる光（可視光線）や、逆に目で見えない光（不可視光線）の波長帯の電磁波も記録され、この波長

の違いを分析し生育管理に活かすことができます。波長に関しては可視光線を中心として、それより波

長の短い紫外線、またそれより波長の長い赤外線となり、光が波長の長さにより並ぶ様をスペクトルと

呼びます。

図２４ スペクトル図

表１ 可視光線の色と波長

              

  

植物は全ての波長を利用するのではなく光合成に有効な可視域の光（４００～７００ｎｍ）を吸収し

ています。

葉の細胞内にある葉緑素は、青色の波長領域（４５０±５０ｎｍ付近）と、赤色の波長領域（６５０

±５０ｎｍ付近）の可視光を吸収する特性があり、逆に緑色の波長領域の可視光は光合成には不要のた

め反射をします。

表１ 可視光線の色と波長
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 この特性を活かし、マルチスペクトル画像から異なる波長帯の情報を用いて演算し、特定の対象物の

特徴を捉える事ができます。波長帯の情報演算を「バンド間演算」と呼び、バンド間演算の代表的なも

のに「正規化植生指数」の算出があり、光合成の活性度を測ることができます。 

 正規化差植生指数 ＮＤＶＩ（Normalized Difference Vegetation Index）の計算式は以下の通りで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＤＶＩ の値は－１.０～１.０の数値範囲で表されますが、１.０に近いほど、緑色で植物被覆（植生）

が良く、－１.０に近いほど、赤色で植物被覆（植生）が悪くなります。（ＮＩＲ：近赤外線、Ｒｅｄ：

可視光赤の反射率） 

 

 

 

図２５ ＮＤＶＩで表示される色調 

 

 

 

図２６ ＮＤＶＩによる生育状態の観測イメージ 
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また、ドローンによる撮影目安としては以下の通りとなります。 

 

【対地高度： ５０ｍ   撮影枚数：５０枚／１ha】 

 一般的に撮影に使用するドローンの飛行時間は目安として１５分となり、大よそ８ha～１０ haを撮

影する事ができる事から、４００～５００枚の画像が撮影されます。 

 

 

 

図２７ ドローンによる撮影画像 

 

 

上記の画像をオルソ補正を行い一枚の画像を生成します。 

オルソ補正とは、空中写真の歪みを補正することです。空中写真は中心投影のため、地形の標高差の

影響により、画像の歪みが生じ、画像を重ね合わせても一致しません。 

 この歪み傾きが補正をする事でほ場の撮影写真として使用する事ができます。 

 

 

 

 

 



5050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２８ オルソ補正した画像 
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ほ場を撮影した画像からオルソ画像を生成し、ＮＤＶＩから生成した画像を重ね合わせる事で、実際

の生育状況を把握する事ができ、生育要因に応じた植物の管理に役立てることができます。 

図２９は上段がオルソ画像、中段がＮＤＶＩを元に生成した画像、下段が位置を重ね合わせて生育状

況を示した画像となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２９ オルソ画像とＮＡＤＩから作成した画像との重ね合わせ 
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Ⅸ ドローンによる農薬散布の方法 

 

9.1 ドローンによる農薬散布 

ドローンで扱える農薬は、農薬ラベルに必ず記載されています。 

容器等ラベルの「適用病害虫」及び「使用方法」の欄に「「無無人人ヘヘリリココププタターーにによよるる散散布布」」と表示され

ているものであれば利用することができます。 

ドローンで散布できる農薬の剤型は、大きく液剤、粒剤に分けることができます。 

散布にあたりラベルの記載事項を遵守するほか、航空法や 空中散布等の基準を守り、気象条件を勘

案しながら適正な散布に努めて下さい。 

 

表２ 農薬使用方法における表示とその意味 

使用方法に関する表示 意味 

散布 注１） 防除対象に応じて、適切な散布機器（人力散布機、可搬式動力散布機、

走行式動力散布機、無人航空機等）を選択して散布すること 

無人ヘリコプターによる散布 無人航空機によって散布すること 

空中散布 有人ヘリコプターによって広域に散布すること 

注１） 単に「散布」と記載されているものを指し、「雑草茎葉散布」、「全面土壌散布」、「湛水散布」

等は含まない。 

 

 

 

図３０ ドローンで扱える農薬ラベル 
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9.2 農薬の剤型とその特性 

（１） 液剤 

乳剤、液剤、水和剤、ゾル、フロアブル、マイクロカプセル等の製剤があり、液剤少量散布、液剤散

布の散布法があります。 

① 液剤少量散布: 

 散布量８Ｌ～１６Ｌ未満／ヘクタール(３～４８倍希釈)で、スプレーノズルを用いたマルチローター

による散布です。農薬散布では標準的な散布形態で、散布効率が高いことに特徴があります。  

 ②液剤散布:散布量１６Ｌ～１００Ｌ／ヘクタール(５～１６０倍希釈)で、 スプレーノズルを用いま

す。散布粒子の粒径は大きく、植物への到達度も良好です。 畑作物等でポンプ能力以上の多量の散布

を必要とする際は、重ね撒きが必要となります。 

 

(２) 粒剤 

粒剤、微粒剤などプロペラの回転する遠心力を

利用して散布します。 

粒が重いのでドリフトが少ない利点がある反

面、対象病害虫が限定されます。 

また、剤の種類によって質量(粒径、比重)が異

なるため、分散幅が異なります。 

初めて使用する際は、事前に資材毎に吐出量や

分散幅の確認を行って下さい。 

 

    

                     図３１ 粒剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３２ ドローンによる散布 
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(３) 除草剤 

 除草剤(粒剤・液剤)を散布する場合は、飛散などによって著しい薬害を生じることも考えられます。 

 そのため水稲以外の作物が栽培されていたり、水稲でも飼料用稲など異なった品種が栽培されている

場合は、特に注意が必要です。 

 また、周辺に隣接して用排水路、河川等がある場合には、水系への流入も考えられますので、対象水

田外へは絶対に飛散しないよう注意する必要があります。 

 また、除草剤散布作業が終わったら、散布装置を十分に洗浄して下さい。 

 なお、水田で使用できるマルチローター(無人ヘリ)用農薬のほとんどは、止水措置を必要とする農薬

として指定されています。 

 誰が止水するのかについ て、事前に対象水田の所有者と打ち合わせてをしておいて下さい。また、

その内容を散布記録に残しておいて下さい。 

 

(４) 散布用農薬の調合・現地混用 

マルチローター防除用に安全性が確認されている農薬は、ウェブサイト「無人ヘリコプター用農薬」

にある「無人ヘリによる散布の登録農薬一覧」に明記してあります。 

①粒剤は、製剤をそのまま撒くのに対し、液剤は、水に希釈するなどの調合が必要になります。調合に

当たっては、農薬容器のラベルをよく読んで記載事項を守って下さい。 

②乳剤、フロアブル剤は、農薬の入った容器をよく振って攪拌した後に計量し、所定量の水に加えてよ

く攪拌して使用して下さい。  

③水和剤は、計量した剤を少量の水に溶解し、溶解に用いた水の量と合わせて所定量となるよう水を加

え、よく攪拌して使用します。散布液の調整に当たっては、農薬容器のラベルをよく読んで、表示を遵

守して下さい。 

また、希釈に使用する水は清水とし、可能な限り水道水を使用して下さい。もし用水等を利用する場

合には、ゴミ等を除くため、必ずフィルターを使用して下さい。 

 ２種類の農薬を混用して使用する必要がある場合は、混用に伴う薬害、物理的化学的変化並びに散布

装置との適合性などについて問題がない事を確認されたものに限って下さい。 

 ３種類以上の農薬の混用は行わないで下さい。トラブルや事故の原因となる恐れがあります。 

散布用に希釈した農薬は、時間の経過とともに分解するので、調合後速やかに使用し、長時間の作り

置きはしないで下さい。翌朝のために、前の日に準備しておくことは、止めて下さい。 

夏場の炎天下に置かれた散布農薬や希釈水は、４０℃以上になることがあります。液温が高くなると、

農薬の物理性に影響が出ることがありますので注意が必要です。 
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(５) 薬剤の落下分散状況の調べ方 

 液剤系統の農薬については、予め地上に調査紙を配置し、農薬散布後、調査紙に発生する斑点から農

薬の落下分散状況を判定します。 

【調査紙の種類と適用薬剤】 

 ①白色の調査紙・・・ビームゾル、バリダシンエアー等製剤が着色されているもの 

 ②黒色の調査紙・・・主に白色系のゾル剤(フロアブル)及びその混用剤 

【液剤少量散布(液剤散布)落下調査指標】 

 ①この調査指標は、液状薬剤を空中散布した場合に「薬剤の落下の程度と散布の均一性」を手早く知

るために作られたもので、落下薬剤の絶対量を測定するものではありません。  

 ②この調査指標は、液剤少量散布及び液剤散布に適用する指標として作成したものです。 

 ③この調査指標は、粒子の粒径をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階に分類し、粒子の密度を８段階の指数に区

分してあります。 

④この調査指標による薬剤落下状況の判定は、次の要領によります。 

  a)調査紙上に受けた粒子(斑点)は、必ず大小混在します。 

  従って、同一調査紙上における粒径別(Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ)の落下指数を読み取り、例えばＡ３、Ｂ１

と表記して、落下分散状況を判定します。  

  b)散布装置によっては、比較的均一な粒子が得られ、粒径が大部分ＡないしはＢに属する場合があ

ります。このように粒子が均一な場合には、実用上Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの内、最も近いいずれかとして判読

します。 

 

表３ 液剤散布落下調査指標 

粒径 指数（落下粒数） 

段階 粒径 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ａ 0.2 2 4 8 16 32 64 128 256 

Ｂ 0.5 0.8 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 51.2 102.4 

Ｃ 1.0 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6 

Ｄ 1.5 - 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.4 

参考文献 全国農村教育協会 
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Ⅹ （実習）フライトドローンによる農薬散布の方法 

 

10.1 散布作業の基本・遵守事項 

ドローンを農林業の各種作業に安全かつ効果的に利用するため、農林水産省は、「空中散布等におけ

る無人航空機利用技術指導指針」の別表として「空中散布等の基準」を定めています。この「空中散布

等の基準」は、無人航空機による人畜、農作物、環境等に対する安全性を確保しつつ病害虫の防除効果

を上げることを目的に、作業に当たっての飛行速度、飛行高度、飛行間隔等について示したものです。 

ドローンの利用にあたっては、散布飛行の安全と、散布作業の効果を確保するため、次の散布飛行基

本を遵守して下さい。 

 

10.1.1 ドローンの積載能力 

 余裕ペイロードは、ドローンが最大吊り上げることができる重量から、機体重量を差し引いた重量の

ことです。この余裕ペイロードは標高や気温などで変化します。 

（１）作業現地の標高:標高が高くなると気圧が低くなり、余裕ペイロードは少なくなります。 

（２）気温や湿度が高くなると、余裕ペイロードは少なくなります。  

（３）メインローターに粉塵が付着すると、風きりが悪くなり、余裕ペイロードは少なくなります。 

（４）離着陸地点に傾斜があると、余裕ペイロードは少なくなります。 

  また、余裕ペイロードは機体の個体差などの要因でも変化しますので、散布飛行をする立地条件を

十分に確認し、農薬の積載量を決めて頂きます。 

 

10.1.2  散布作業の基本 

（１) 散布作業の気象条件  

①風  

ア) 気流の安定した時間帯に散布飛行を行うものとし、地上１.５ｍの位置における風速が３ｍ/秒を超

えるときは散布飛行を中止して下さい。  

イ)風向・風速に注意して、散布区域以外に農薬が飛散しないように努め、場合によっては飛行コース

や飛行高度、飛行速度を変更するなど、飛散防止対策をとって下さい。  

ウ)オペレーターや作業者等は必ず風上側に位置して下さい。  

②降雨時、霧やカミナリの発生時やこれらの発生が予想される場合には飛行を行わないで下さい。 
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図３３ 散布作業の気象条件（風速）

図３４ 風上での操作
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（２)散布飛行の安全と散布作業の効果を確保するために、次の点について散布飛行の基本として厳守

して下さい。

①農薬を散布する基準(飛行速度、飛行高度、飛行間隔)は、「空中散布における無人航空機利用指導指

針」に基づく「空中散布の基準」に従って下さい。

・適用機種:農水協が性能を確認した機種(「空中散布の基準」に明記された適用機種) 

・飛行高度:作物上２ｍ

  ・飛行速度:１０Ｋｍ/時～２０Ｋｍ/時(１５Ｋｍ/時を基本とする。機種により異なる事がある)

・飛行間隔:３ｍ～４ｍ(機種により異なることがある) 

図３５ 散布作業の飛行速度、飛行高度、飛行間隔

②ドローンは低速度で飛行することから、飛行間隔を正しく保持しないと散布の均一性を確保すること

が難しいので注意して下さい。

③風下から散布を開始する場合は横風散布を基本とし、オペレーター、ナビゲーター、周辺への影響等

に十分に配慮して、作業効果の確保に努めて下さい。

ドローンは、ダウンウオッシュ(下降気流)に弱く、風の影響を受けやすいことから、農薬散布に当たっ

ては、風下に防除対象以外の農作物が栽培されている場合、農薬散布の実施区域及びその周辺に学校、

病院等の公共施設、家屋等がある場合に、農薬が飛散しないよう特に注意して下さい。

④空中散布の実施は、気流の安定した時間帯に、かつ、地上１.５ｍにおける風速 が３ｍ/秒以下の場

合に限って下さい。風速が３ｍ/秒を超える場合は農薬散布を実施しない事を徹底すると共に、超えな

い場合であっても他の作物に農薬が飛散しないよう風向きを考慮して散布を行って下さい。

⑤ホバリング中や旋回中は農薬を吐出させないで下さい。

⑥ドローンは、直進性の高い電波(２.４ＧＨｚ) を使用していることから、農薬散布にあたっては、事

前にその地形条件で電波が届くことを機体の作動状況から確認して下さい。
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⑦離着陸時及び飛行中は、機体とオペレーター、ナビゲーター及び作業補助者との距離を２０ｍ以上確

保して下さい。

図３６ 着陸時・飛行中は 20ｍ以上を確保

⑧ドローンは機体が小さいことから、オペレーターと機体の水平距離は、空中散布等の基準を遵守でき

ることを前提に、機体の位置と向きが把握できる距離として下さい(水平距離で１５０ｍ超えない範囲)

⑨散布途中に薬剤補給をしなくて済むよう散布エリアを定め「撒き切り散布」を基本として下さい。

図３７ オペレーターと機体との水平距離
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（３) あらかじめ飛行区域の状況を確認し、万一の時は安全地帯にマルチコプターを落とすことができ

る場所を把握しておいて下さい。

（４) オペレーターや作業者等は機体から２０ｍ以上離れて下さい。

（５)２機以上を同時に飛行させる時

  多数の機体が同一地区を飛行する場合は、事前にお互いの作業手順を確認して下さい。

（６) 飛行方向ですが、人や民家、河川、障害物、太陽、電線、架線等に向けて飛行させないで下さい。

また、オペレーターの回りは必ず枕地をとって平行散布をするなど ２０ｍ以内で飛行させないで下

さい。

なお、通行量の多い道路の周辺では、枕地散布を行って、できる限り平行散布に努めて下さい。

図３８ 注意する飛行方向
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（７) 平坦地での散布飛行は、横風散布を基本として下さい。

散布順序は、風下から風上に向けて行い、ホバリング中や旋回中は農薬を吐出させないで下さい。

（８) 傾斜地での散布飛行は、等高線に沿って、下側からの飛行を基本として下さい。

図３９ 傾斜地での飛行

（９) 障害物の多いところでの散布飛行は、積載能力に余裕のある状態で行って下さい。

（１０) 散布装置の吐出量を増して、散布基準以上の高速散布を行うことは決してしないで下さい。

（１１) オペレーターは、自己の技量に合わせて余裕のある散布飛行を行って下さい。

散布は気象が比較的安定している時間帯とし、１時間に１回は必ず休憩を取って下さい。この休憩時

には、顔、手等露出部をよく洗って下さい

図４０ 休憩時は露出部の洗浄を忘れずに
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ⅩⅠ （実習）フライトドローンによる農薬散布の方法 

 

11.1 散布飛行で注意する場所 

散布飛行は、飛行速度１０～２０ｋｍ/時、飛行高度(地上もしくは作物上）２ｍです。 

  しかも無線で操作するので、散布区域はもとより、その周辺部の環境を十分に把握し、安全かつ効果

的な防除作業を行って下さい。 

 次のようなところは、特にオペレーターの操作技量を見極めて、安全性が認められない場合には、散

布区域から除外して下さい。 

  

（１）交通頻繁な道路、学校、病院等公共施設及び住宅の周辺。  

（２）水源地、河川、浄水場等の周辺で公衆衛生上悪影響が懸念されるところ。  

（３）市街化の進んだ地域、あるいはそれと同様な市街隣接地。  

（４）屋外駐車場等周辺。  

（５）幹線道路や鉄道、空港の周辺。  

（６）高圧線、発電所、変電所、電波発信施設等の周辺。  

（７）養蚕、家畜(牛舎・豚舎・鶏舎)、養蜂、養魚、作物や有機農産物の生産ほ場、散布対象以外の作

物等に危被害が及ぶ恐れのあるところ。  

（８）散布区域が狭く、木立、ブッシュ、電線等の障害物に囲まれたところ。 

 

散布飛行するときには、これらに向かって絶対に飛行させないで下さい。  

 特に、上記施設等が風下にある場合は、農薬が飛散しないように十分注意して散布して下さい。 

 学校、通学路、人通りの多い時間帯の道路等の周辺については、散布の順序に留意して下さい。 

 

11.2 散布作業中の危被害防止対策 

 散布対象以外の作物や養蚕・家畜(牛舎・豚舎・鶏舎)・養蜂・養魚等の動植物に対する危被害を防止

するためには、登録農薬のうち、使用農薬の容器・包装に示してあるラベルの記載事項を確認し、使用

上の注意事項を遵守して、的確な農薬散布飛行をすることが極めて大切です。 

 なお、次の事項は危被害防止のポイントとなりますので、十分注意して下さい。 

（１）蚕に対する危被害は、散布した農薬が付近の桑に飛散したことを知らずに、その桑を給餌して事

故を招くケースが考えられます。 

桑に対し農薬が飛散した場合は、またはその懸念がある場合は、関係機関等の指導を受け、試験給餌

を行い安全性の確認をして下さい。  

（２）家畜に対する危被害防止は、農薬散布区城の近くに牛舎、豚舎、鶏舎あるいは飼料作付地等があ

る場合には、風向・風速を考慮し、これらに農薬が飛散しないように、また、エンジン音に驚くおそれ

もあるので、音にも十分注意して下さい。 

（３）ミツバチに対する危被害防止のため、県や出先機関と連携し、相互に支障のないよう十分協議し

て下さい。  

（４）魚類に対する危被害防止には、農薬の使用上の注意事項を遵守して、適正に使用して下さい。  

（５）養魚池等に対しては、散布中の風向・風速を確認して、農薬を飛散させないように十分注意して

下さい。 
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（６）水田の作付転換によって、散布区域内や周辺に散布対象以外の作物の作付けが多くなっています。

使用する農薬と作物の種類、あるいはその生育時期との関係によっては薬害を生じることもありますの

で、十分注意して下さい。特に、観賞用植物については、薬斑によって著しい品質低下が発生すること

があるので、十分注意して下さい。

（７）混在する散布対象以外の作物に対して危被害が懸念される場合は、予め使用農薬のラベルの記載

事項を確認して下さい。なお、たばこや茶に対する影響が懸念される場合には現地で事前に関係者と十

分協議して下さい。

（８）散布区域周辺に他の作物や有機農産物の生産ほ場が存在している場合、農薬等をこれらの生産ほ

場に飛散させないよう十分注意して下さい。

（９）自動車、その他の塗装等に対する危被害の防止にも十分注意して下さい。

散布農薬によっては自動車塗装やカラートタン、ビニールフィルム等に影響することがあります。

一般的に、塗装等に対する農薬の影響は、農薬原体の影響が大きいものがある他、有機溶媒や乳化剤

の作用もそれに次いで大きいものがあります。

また、粒剤であっても、塗装面等に付着したものがそのまま放置されれば、露や湿度等の影響によっ

て塗装面等を侵す可能性がありますので、農薬がかかった場合には直ちに払い落とすか、水洗いをする

必要があります。

特に自動車塗装に対しては、塗装の種類等により異なりますが、ほとんどの農薬が影響を与えると考

えて危被害の未然防止に努めて下さい。

また、盛夏時で日照のある場合は、自動車塗装の表面温度は６０～８０℃に達します。従って液剤で

も付着後は急速に水分が蒸発して薬液が濃縮され塗装に影響を与えます。危被害の未然防止のため、作

業前の打合せなどを徹底し、薬液がかかったと思われる場合は、できるだけ早く水洗いをして下さい。

図４１ 農薬散布時の危被害の防止
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11.3 具体的な飛行方法  

（１） 幹線道路や鉄道等の近くで散布するときには、電波障害や架線の支持線の設置が考えられるの

で、十分注意し、平行散布で実施して下さい。 

（２）高圧線、発電所、変電所の近くで散布飛行するときには、機体とオペレーターの距離には十分注

意して下さい。 

（３）空港周辺で飛行する場合は、空港事務所又は空港管理事務所に相談するようにして下さい。 

（４）幹線道路や駐車場の近くで散布飛行するときには、散布農薬によっては自動車の塗装に影響を及

ぼす種類があるので、自動車に農薬が飛散しないように十分注意して下さい。 

例えば、走行中の自動車がないときに、また、駐車中の自動車にはシートで被覆、一時移動するなど

して散布飛行して下さい。 

（５）貯水池、ダム、川等の上空は飛行させないで下さい。また、その周辺で散布飛行するときには、

散布農薬が貯水池等に飛散しないよう十分注意して下さい。 

なお、 貯水池、ダム、川等の近くは、気流が不安定になりやすいので十分注意して操作して下さい。 

（６）散布対象以外の作物や有機農産物の生産ほ場及びハウスの近くで散布飛行するときには、風向・

風速に注意して散布農薬がそれらに飛散しないように十分注意して下さい。 

飛散の心配がある場合には、十分な距離をとって散布飛行するなど適切な対策をとって下さい。 

（７）散布飛行中の事故の多くは、電柱、電線、木立等への接触によるものです。 

電柱、電線、木立、看板、道路標識等の近くで散布飛行するときには、これら障害物に向かって飛行さ

せないで下さい。また、次のほ場に移動する際に電柱や電線を越えたり、くぐったりしないで下さい。 

 なお、電柱等の支線の存在に十分注意し、できれば標識旗を取り付けて下さい。  

交差する電線の周辺など散布に適さない場所は除外して下さい 

（８）有害鳥獣(サル、イノシシ、クマ等) 対策として山間地に電気柵を設置している場所があります。

散布の際に接触し思わぬ事故にならぬよう、現地調査の際に設置の有無を確認して下さい。また、必要

に応じ電源を切るなどの措置を依頼して下さい。 

 

11.4 散布区域の確認と標識 

散布作業を安全かつ、効果的に実施するためには、現地の地形や散布区域を十分に確認し、計画面積、

障害物の位置、他の作物や有機農産物の生産ほ場、オペレーターの歩く道、散布飛行で注意する箇所等

を正確に把握する必要があります。  

（１) 機種の性能とオペレーターは操作技量を過大評価しないで、計画面積に対応する防除作業手順を

作成して下さい。  

（２) 作業手順に従って現地を確認し、散布区域がオペレーターから容易に認識できるよう、標識はオ

ペレーターから見やすいように１.５ｍ位の高さに設置して下さい。 

（３) 障害物や散布飛行で注意する箇所等には、必要に応じてオペレーターからの識別を容易にするた

め、オレンジ色の標識を設置して下さい。 

なお、家屋や電柱等に余り近づけると見えにくく、効果的ではありません。 

（４) オペレーターの歩く道は、風上側の足場の良い農道または畦畔を選びます。足場が不安的な所は、

機体を着陸させてからオペレーターが移動するようにして下さい。 

なお、離れた場所への移動は、飛行させたまま行わず、機体を着陸させ必ず地上で移動して下さい。

ほ場間の移動においては、電線越えは行わないで下さい。 
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  また、トラックで移動する場合は、転落防止措置をして下さい。そして、オペレーターは移動中の車

中で機体操作を行わないで下さい。 

（５) オペレーターは、機体を車の荷台で離着陸させないで下さい。 

（６）現場の状態がよく分かる程度の縮尺の地図を用意して下さい。地図の良否は作業の精度や散布飛

行の安全と直接係わり合いをもつものと考えて下さい。 

前回の作業地図を使用する場合は、図面の内容と現状が変わっている場合も考えられますので、他の

作物や有機農産物の生産ほ場、障害物等の再確認を必ず励行して下さい。 
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ⅩⅡ （実習）フライトドローンによる農薬散布の方法 

 

12.1 ナビゲーターとの連携 

散布飛行の安全と散布作業の効果を十分に確保するためには、ほ場の反対側でオペレーターに連絡す

るナビゲーターは重要な役目を持っています。機体ごとに１名以上のナビゲーターを必ず配置して下さ

い。特に、オペレーターは機体を注視する操作となり、障害物を確認する余裕がありませんので、ナビ

ゲーターは綿密にオペレーターに連絡する必要があります。 

 ナビゲーターとの連携で必要となる事前に確認しておく必要事項は次の通りです。 

 

（１) トランシーバーが正常に作動することを確認して下さい。トランシーバーは、フリーハンドで同

時通話できるものが便利です。 

（２) ナビゲーターもオペレーターと同様、ヘルメット、マスク、長袖の上着等の服装で作業を行って

下さい。  

（３) ナビゲーターも無人ヘリの取扱説明書や安全対策マニュアルをよく読んで、取扱方法や散布方法

を理解しておいて下さい（飛行基準を遵守し、できればナビゲーターも無人ヘリの操作が出来る者が望

ましい)。  

（４) 散布資材の準備、調合、積み込み方法について、オペレーターや他の作業員と事前に打合せをし

ておいて下さい。  

（５) ナビゲーターとオペレーターは、事前に散布する農薬の使用方法、散布区域内の障害物(電線、

電柱、道路標識等)及び他の作物や有機農産物の生産ほ場を確認しておいて下さい。  

（６) 散布区域の電波の状態を事前に確認しておいて下さい。 

（７) ナビゲーターもオペレーターと同様、１時間に１回は休憩を取って下さい。 

なお、休憩前にはできるだけ手洗いを行って下さい。この休憩時には、顔、手等の露出部をよく洗って

下さい。  

（８) ナビゲーターは、散布コースから２０ｍ以上離れた風上側に立って連絡して下さい。 

（９) 障害物(電線、電柱、道路標識等)や他の作物、有機農産物の生産ほ場の有無と距離、高さ等を確

実にオペレーターに連絡して下さい。 

 

参考文献  一般社団法人 農林水産航空協会 
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ⅩⅢ （実習）ドローンによる農薬散布の方法 

 

13.1 ドローン機体等の安全対策 

ドローンの利用場面において、トラブルが無く、安全に実施していくことが、関係者の念願です。 

 しかし、無人ヘリの操作面において、散布ほ場内もしくはその周囲の送配電線や電話線、樹木等への

接触が多く報告され、その発生率はトラブル全体の８割近くを占めています。 

 飛行中の機体は、オペレーターが障害物に気付き、もしくはナビゲーターが発見してオペレーターに

連絡しても、すぐには停止・着陸出来ません。そのトラブルを防止するには、散布場所の事前確認や操

作上の注意事項をしっかりと身に付け、些細なトラブルも起こさないという一人一人の意識がなければ

なりません。高価な機体等を永く使用するためにも、また安全・安心で信用され任されるためにも、ト

ラブル・事故の未然防止を図ることが重要です。 

 

 

 

 

 

図４２ 送電線や樹木との接触事故 

 

 

 

13.1.1 散布作業前の安全研修・慣熟飛行  

 散布作業は、チームワークが大切です。作業に先立ってオペレーター、ナビゲーター、作業者等と安

全研修や打合せを必ず行って下さい。また、労災保険及び損害賠償責任保険に加入することをお勧めし

ます。 

 シーズンに先立って、機体は取扱説明書に従って「長期保管後の使用に当たっての点検」を実施し、

１年毎の定期検査を受けていることを確認して下さい。 

また、オペレーターは、慣熟飛行（オペレーターが技能を維持したり、未経験の航路に慣れたりする

ために行われる飛行）を行って下さい。 

慣熟飛行を行う場合、フライトモードの違いによるスティック操作と機体の動きを習得し、特にオペ

レーターの操縦を優先したモードにおける飛行を慣熟することをお勧めします。 

なお、慣熟飛行は現地のほ場で実践に近い形で飛行操作を行い、操作感覚を取り戻して下さい。 
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13.1.2 作業前の安全チェック 

どんな作業においても、十分に始業点検を行うことが、安全確保の面で大変重要なことです。作業の

開始に先立ってオペレーター並びにナビゲーターは、散布地図等に基づき次のような点について必ず点

検して下さい。 

なお、確認に当たっては、 漏れのないよう「安全チェック票」（別記様式１～３）を利用して下さい。 

 

 [点検事項]  

（１）散布区域周辺住民等に対し、あらかじめ農薬散布の実

施予定日時、区域、薬剤等の内容について知らせたか。 

また、天候等の事情により実施予定に変更が生じた場合に

変更内容を知らせたか。  

（２）天気予報で散布地域の天気を確認したか。 

また、降雨、霧やカミナリが発生しないことやこれらの発

生が予想されていないことを確認したか。  

（３）散布区域を十分に確認して、散布計画面積、散布飛行

で注意する場所、障害物の位置等を正確に把握したか。 

（４）風向、風速から判断して付近に散布農薬の残留が危惧

される他の作物や危被害のおそれのある他の作物はないか。 

特に、人に対する危被害防止措置が十分であることを確認

したか。 

＊風向、風速計等により正確な風向、風速を把握するよう

努めることが大切です。  

（５）家畜、養蚕、養蜂、養魚等に対する配慮は十分か。  

（６）屋外駐車場、自動車整備場等、農薬による塗装汚染の危険はないか。  

（７）散布区域周辺に有機農産物の生産ほ場や他の作物等があるかどうか十分に確認したか。 

（８）幼稚園、学校、病院等、公共施設関係への配慮は十分か。  

（９）水源地、河川、浄水場等への配慮は十分か。 

（１０）交通が頻繁な道路、住宅等への配慮は十分か。  

（１１）散布農薬の性状、使用方法等(対象病害虫、適用作物、散布量、希釈倍数、使用時期、総使用

回数等)、使用上の注意事項を確認したか。  

（１２）機体、散布装置の調整に手落ちはないか。特にバッテリーの充電は十分か。飛行諸元と毎分吐

出量の関係、吐出むら、ボタ落ち等を確認したか。  

（１３）使用する電波の混信を避けるために、隣接する区域で飛行する機体を確認したか。 

（１４）ヘルメット、マスク、保護めがね、長袖の上着、長ズボン等の装備に不都合はないか確かめた

か。  

（１５）ナビゲーターと通話できなくなったときの連絡方法を確かめたか。 

（１６）熱中症対策として、休息時間を確保し、水分、塩分摂取に心がけるよう事前の対策をしたか。 

（１７）オペレーター、ナビゲーターともに体調不良を感じた時は、散布作業に従事しないことを確認

したか（体調不良の時は散布作業は絶対に行わないで下さい）。 

 

図図４４３３  安安全全チチェェッックク  
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 13.1.3 離着陸地点の設置と安全対策 

離着陸地点の設置場所は、実施地区に隣接する農道等とし、近くに架線、立ち木、建物等のない空き

地、平坦な農道等を選びます。 

ただし、車や通勤・通学者等が頻繁に通る道路の使用は避けて下さい。 

なお、通行人、車両等に危害を与えないように必要に応じて監視員を配置して下さい。 

また、有人ヘリコプターや産業用無人ヘリコプターによる航空防除の実施地域では、両者の飛行計画

等について県協議会との情報交換を行い、互いに障害とならないように注意して下さい。 

同様に有人ヘリコプターの場外着陸場（臨時ヘリポート) がある場合も、当該着陸場の管理者と情報

交換を行い、散布計画の調整等を行って下さい。 

（１) 全般的な注意事項  

①機体及び発信機のレバー、スイッチ等が正常な位置であることを確認して下さい。  

②機体に接近して作業する場合は、必ずモーターのスイッチを切り、プロペラ等の完全停止を確認して

から行動して下さい。  

③モーターが始動したら、オペレーターや作業者等は機体から２０ｍ以上離れて下さい。 

 

（２) 機体の取扱い 

①機体を取り扱う時は、取扱説明書に従って下さい。  

②機体を移動する時は、機体に衝撃を与えないようにして下さい。  

③バッテリーの取扱は、取扱説明書に従って安全に使用して下さい。また、保管にあたっても、安全な

保管管理に努めて下さい。なお、散布時は十分な交換用バッテリーを準備して下さい。  

④作業中、機体に異常を感じたときは、直ちに着陸させ、整備・点検を行って下さい。また、整備・点

検の際、機種の仕様を変更するようなことは行わないで下さい。 

 

（３)作業中の注意事項  

離着陸地点では、着陸のたびに機体の点検と農薬

の積み込みを行うので、迅速な作業が要求されます。

安全のため、離着陸地点周辺の行動については、特

に次の点を守って下さい。 

①オペレーターや作業員は必ずヘルメット、マスク

を着用して下さい。 

②状況により保護めがねを着用して下さい。 

③積み込み作業等は必ずプロペラの停止を確認し

てから行って下さい。  

④ドローンを車の荷台から離陸させたり、荷台に着

陸させないで下さい。 

                                 

 

図４４ 作業中の注意事項 
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（４) 作業終了後の注意事項  

①農薬等の入っていたカラの容器は、適切に処理して下さい。 

②残った農薬は、安全な場所に責任者を決めて保管して下さい。  

③機体は清掃し、散布装置は十分に洗浄し、配管内の残液等は周辺にこぼれないよう安全に処理して下

さい。  

④ 顔、手等の露出部を石けんでよく洗い、必ずうがいをし、作業衣を着替えて下さい。 

また、作業衣は、他のものと分けて、まめに洗濯して下さい。 
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ⅩⅣ （実習）ドローンによる農薬散布の方法 

 

14.1 具体的なトラブル防止対策 

（１) 基本操作の励行 

オペレーター並びにその他の作業者は、操作中の機体から２０ｍ以上離れて作業して下さい。 

万が一、機体が作業者等に異常接近したり、制御不能になったときは、周囲の安全確認をした上で、

機体のメインスイッチを切るなどの措置をとって下さい。 

また、ドローンの運行に際し、ナビゲーターの役割は極めて大きいものがあります。オペレーターは

機体に注目するため、周囲の状況確認には限界がありますので、ナビゲーターは、オペレーターとの連

携を密にして、現場周辺の状況を確認し、オペレーターに情報を的確に伝達することが大切です。 

 オペレーターとナビゲーターは、常に現場を確認する習慣を付け、状況変化に即座に対応するととも

に、斜め支線等、危険と思われる場所にあらかじめ標識を付けるなどの措置を取って下さい。 

   

（２) 散布日当日の対処  

①オペレーターは、当日の集合場所で、散布区域及び散布作業スケジュールを確認するために、もう一

度、ナビゲーター等と地図を見ながら散布区域の確認をすると共に、作業順序、特に幹線道路際や住宅

の周辺の散布について打ち合わせを行い、ナビゲーター等と情報を共有して下さい。 

作業開始は、常に冷静に周囲を確認し、初心の心がけで行うことが必要です。  

②ドローンのバッテリー容量を確認するとともに、残量を意識して作業して下さい。  

③作業中のアクシデントを防止するため、オペレーターやナビゲーターは機体の存在から目を離さない

ようにして下さい。 

特に、機体が急に見えなくなった時や、交信できなくなった場合には、注意して下さい。 

また、薬剤、バッテリー の交換、機体・装置の点検等の場合は、必ずモーターのスイッチを切り、

プロペラ等の完全停止を確認してから作業して下さい。 

④機体の事故や散布装置等のトラブルが発生した場合には、速やかに実施主体等に対し事故等の内容を

報告し、その後の対応策を検討して下さい。あらかじめ、予備機体等の所在や部品の有無等を把握して

おくことも必要です。 

⑤オペレーター等の体調不良、気象条

件の変化等の要因により、作業計画に

変更等が発生した場合は、速やかに実

施主体等と協議し対応を図って下さ

い。 

その場合、散布区域周辺の作業状況

を十分に確認して、電波の混信等がな

いように注意して下さい。 

 

 

 

 

図４５ オペレーターとの確認 
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（３) 散布後の対処  

①オペレーター並びにナビゲーターは、一度や二度は必ずヒヤリ・ハットをした経験を持つはずです。 

危険な場所や注意すべき場面について、関係者全員で次回のために報告し合うことが必要です。  

②オペレーターは、翌日の作業計画について、実施主体等に確認して下さい。時には、天候により作業

計画にずれが発生することがあります。地域の広報との連携がありますので、必ず確認して下さい。  

③ドローン等は、翌日の作業のために一式をワンボックスカー等に搭載していますが、盗難事故から守

るために、車並びに車庫等には必ず施錠をして下さい。また、万が一のことを考えて、送信機を機体と

一緒に置かないで下さい。  

④バッテリーは取り外し、高温になる場所を避け保管して下さい。 

 
（４) オペレーター転倒による墜落 

オペレーターが機体を操作中、畦畔の草や凸凹に足を取られて転倒し、その弾みで操作を誤り、機体

を墜落させてしまう事例が見られます。自分が移動する道筋は安全かどうかを事前によく確認して下さ

い。 

 

（５) 電線を切った場合の措置 

  最近の農業地帯は、高圧線、電話線、支線、光ファイバーケーブル等多様なケー ブルが敷設されて

います。 

誤ってこれらのケーブルを切ってしまったときは、ドローンのモーターを切り、措置は電力会社等の

専門の方にお願いして下さい。 自分で電線を取り除くことは、感電事故の恐れもありますので、絶対

に止めて下さい。事故発生の場所を知らせるには、間近にある電柱の番号票の数字を告げて下さい。 

また、連絡等で現場を離れる場合には、必ず監視員をつけて第三者を事故に巻き込まないように措置

して下さい。実施主体に連絡することも忘れないで下さい。 

 

図４６ オペレーターも転倒注意 
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（６) 機体を墜落させてしまった場合 

慌てずに、直ちにモーターのスイッチを切って下さい。モータースイッチが入ったままにしておくと、

場合によっては、プロペラーが突然回って、大けがをしますので、取扱説明書に従って確実に措置して

下さい。 

 

（７) 農薬等を搭載する場合 

モータースイッチを切って、プロペラの完全停止を確認してから、作業して下さい。 

 

（８) 機体、作業員等の移動 

マルチローターをトラック等の車両に乗せ、次のほ場等へ移動する際は、機体を必ず固定して下さい。 

道路の凹凸で滑落することがあります。また、作業員が荷台に乗って移動することは避けて下さい。 

（９) 安全研修の実施と参加 

シーズンが終わって、翌年のシーズンが始まるまでの約９～１０ヶ月間、機体に触らない方が多いと

考えられます。シーズン開始に先立って、必ず「習熟運転(慣らし運転)」を十分に行って下さい。 

仲間同士で相互研修を行うことも有効です。教習施設、実施組織等では、シーズン開始前に必ず１回

以上、農薬積込み作業員等を交えた安全研修会を実施して下さい。 

また、県、協議会、実施組織、教習施設が開催する実績検討会、研修会には必ず出席して最新の情報

を得て下さい。 

 

 （１０) 損害賠償責任保険への加入 

マルチローターの所有者は、使用、管理等に起因して発生する事故に対処するため、賠償責任保険に

加入して下さい。 

 

14.2 緊急時の操作 

ドローンは、オペレーターの操作によるコントロールが効かなくなると、大変危険な状態になること

をしっかり認識し、常に緊急時の対応ができるよう心掛けて下さい。 

ドローンを安全に飛行させることが困難な不測の事態が発生した時は、即時に飛行を中止して下さい。 

 その場合は、以下に示す緊急操作を行なって下さい。 

 

  ＜＜緊緊急急操操作作＞＞  

（１）緊急時は吐出を停止し、緊急着陸操作を行なって下さい。 

（２）電波障害が発生した場合や電波が途切れた場合に機体は散布装置の吐出を停止し、その場に着陸

するよう設計されています。安全を確認して機体を回収して下さい。 

（３）Ｇｏ－ｈｏｍｅ機能には設定しないで下さい。 
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14.3 ドローンの保管と盗難防止対策 

諸外国でのテロ事件の多発に鑑み、わが国においてもその未然防止が重要な社会的課題になっていま

す。 

ドローンを目的以外には使用しないことは勿論ですが、ドローンが第三者に奪取され、予期せぬ事件

に使用されることも考えられます。このため、機体や散布装置等の保管に当たっては、機体と送信機は

分けて、別の場所に鍵を掛けて保管して下さい。 

特にシーズン中は、翌日の作業のため準備万端で車に搭載しておく場面が見られますが、このような

場合でも、車の施錠はしっかり行い、できれば鍵のかかる車庫に格納するほか、主要部品や送信機の取

り外しなどにより、万が一の場合でも悪用されることがないよう機体管理の徹底に心掛けて下さい。 

 

14.4 周辺住民、施設管理者等への周知徹底 

 作業実施に当たっての周辺住民とのトラブルは、事前の周知不足が発端になっています。オペレー

ターは、委託を受けて農薬を散布する場合には委託者と協力し、また、自らのほ場に散布する場合には

自らが周辺の住民や人々が集まる施設、学校、病院、公民館、公園等の施設管理者等に対し、事前に十

分説明するか、広域に防除を行う場合には、町内会等を通じた回覧板や有線放送等で周知して頂くよう

市町村役場と協議して下さい。 

 また、ドローン防除は、大気の安定した早朝から作業を行うため、周辺の住民から騒音苦情が目立つ

ようになりました。このため、住宅地周辺における事業の実施に当たっては、防除計画の広報を実施す

るに際し、農作物の病害虫防除ということについて事情をよく説明し、理解を得ておくことが大切です。 

また、作業に当たっては、関係する方々の事情や要望等をよく聞き、作業計画の変更等からくる段取

りをスムーズに進めるなどの措置をとって下さい。 

 

 

 

図４７ 周辺住民・関係者への周知徹底 

 



7575 
 

14.5 技能認定証又は指導員認定証の携帯 

ドローンの技能認定者には、「オペレーター技能

認定証」又は「オペレー ター指導員認定証」を交

付しています。オペレーターは、ドローンを操作す

るときは、必ず携帯して下さい。 

 なお、国土交通大臣から交付を受けた「無人航空

機の飛行に係る許可・承認書」についてはその写し

を携行する必要があり、また、添付書類がある場合

はそれにオペレーター氏名が掲載されているペー

ジ（本人氏名部分）の写しを携行する必要がありま

す。 

 これら２点の書類は、ペーパー又はモバイル(ス

マホ、携帯、タブレット等) に電子ファイル（ＰＤ

Ｆ、写真等）での保存・携行で代えられます。 

図４８ 認定証の携帯 

 

14.6 農薬散布終了後の事業報告 

 農林水産省の指導指針では、実施主体（防除実施者及び空中散布等の作業を自らは行わずに当該作業

を他者に委託のみする者）は、無人航空機（産業用無人へリコプター、産業用マルチローター）で農薬

散布を実施した場合、速やかに以下(別記様式４)に示す事業報告書を作成し、散布実施区域の都道府県

協議会に提出することを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４９ 農薬散布終了後の事業報告 
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別記様式１ 

ドローン「安全チェック票」(オペレーター用) 

 

    月  日            実施場所 

     オペレーター名            ナビゲーター名 

 

  １. 証明書等の携行 

     □技能認定書または指導員認定書  □無人航空機の飛行に係る許可・承認書  

 

  ２.散布区域の確認  

     □散布区域(ほ場)   □散布面積  □作業区域内及びその周辺の環境 

□離着陸地点の地形  □標高    □標識設置状況  □電波  □止水措置の確認  

 

  ３. 障害物及び危険物の確認 

     □高圧線の位置  □配電線及びその位置  □障害物の位置   

□鉄道及び支持線の位置 

 

  ４．散布飛行で注意する場所の確認  

     □学校  □病院  □住宅  □通学路・交通頻繁な道路  □家畜舎  □養蜂  

□養蚕・桑園  □タバコ畑  □茶畑 □転作地 □養魚池 □水源地・河川 

□自動車駐車場等  □発・変電所 □有機農産物の生産ほ場   

□飛散防止対策 □周辺他作物 □空港 

  

  ５.散布作業について  

     □飛行順序 □オペレーターの歩く道  □対象農作物 □対象病害虫 □農薬名 

□剤型 □希釈倍数  □農薬の散布量 □農薬の使用時期・使用回数  

     □農薬の有効年月日・農薬の使用上の注意事項 □機体・散布装置 □作業開始時刻  

   □多数機の場外の立入禁止  □操作技量の確認 □ナビゲーターとトランシーバー  

     □作業員に対する安全指導  □事故発生時の対処方法確認  

 

６.健康状態と服装等の確認 

     □健康状態  □マスク □ヘルメット □手袋 □タオル □保護めがね 

 □長袖、長ズボン □熱中症対策(休憩、水分、塩分)  

 

  ７. 作業終了時の確認  

     □散布もれ  □薬剤残量 □カラ容器の処理 □機体・散布装置の清掃  

     □使用農薬等の帳簿記載 
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ⅩⅤ （実習）ドローンによる農薬散布の方法 

別記様式２ 

農薬使用チェック票   (農薬調合・取扱者用) 

 

    月  日      実施場所     

     農薬調合     取扱者名 

 

１. 農薬使用前はラベルと使用記録簿の確認  

   □農薬を使用する農作物は、ラベルに記載されているか  

   □農薬の使用量(希釈濃度)は、ラベルに記載されている範囲か  

   □農作物の収穫・出荷予定日までの日数は、ラベルに記載されている使用時期(収穫○日前) 

以上の日数があるか  

   □農薬の使用回数は、ラベルに記載されている使用回数(本剤の使用回数及び○○を含む農薬 

の総使用回数)以内か 

 

２. 農薬使用後の使用記録簿への記録  

   □農薬を使用したほ場が記載されているか    

□農薬を使用した農作物が記載されているか  

   □農薬を使用した年月日が記載されているか   

□使用したすべての農薬について種類ごとに記載したか  

   □使用した農薬の量(希釈倍数)を記載したか   

□使用した農薬の回数を記載したか 

   □使用した農薬に含まれる有効成分の総使用回数(○○を含む農薬の総使用回数)を記載したか 

 

３. 農作物の収穫・出荷前には使用記録簿を確認  

   □使用した農薬は、収穫・出荷する農作物に使用できる農薬だったか  

   □農薬の使用量(希釈濃度)は、ラベルに記載されている範囲だったか  

   □農薬を使用した日から、農薬の使用時期(収穫○日前) 以上の日数が経過していたか 

   □農薬の使用回数は、ラベルに記載されている使用回数(本剤の使用回数及び○○含む農薬の 

総使用回数)以内であったか 
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別紙様式３ 

ドローン「安全チェック票」(実施団体・実施主体用) 

 

   月  日          実施場所          

  実施団体名            確認者氏名 

 

１．実施前の協議  

□役場  □農協 □共済組合 □防除所 □普及センター □防除組織 □森林組合 

□養蚕組合 □養蜂業者 □漁業組合 □タバコ耕作組合 □教育委員会 

□隣接市町村 □有機農産物の関係者等 □電力会社 □警察 □消防  

□その他関係機関 

 

２. 実施前の周知先・内容  

□学校・病院等公共施設 □近隣住民 □実施予定日時 □実施区域使用薬剤 

□計画変更に係る事項 

 

３. 実施前の周知方法 

□有線放送 □防災無線 □広報車 □行政ＨＰ □看板設置 □広報誌 □回覧板方式 

□文書通知 □チラシ □電話連絡 

 

４. 地図の作成  

□散布地確認 □散布地の表示 □散布地周辺の確認 □障害物の確認  

□危被害注意個所の確認 □散布地と散布を引き受けていない水田等の確認 

□有機農産物等の生産ほ場確認 □周辺他作物の確認 □散布順序 

 

５. 標識  

□散布ほ場の明確化 □危険個所標識の設置 

 

６. 機体洗浄場所   

□場所の広さは十分か □水は確保されているか □廃液を適切に処理できるか 

 

７. 防除業者との打合せ  

□賠償責任保険加入状況確認 □現地確認 □地図情報確認  

□現地の要望事項とオペレーターの意見のすり合わせ □周波数の確認・割り当て  

□過去の事故事例・トラブル発生例 □飛行ルート確認 □飛散防止対策  

□散布当日の作業計画に変更が生じた場合の対応 □事故発生時の対処方法 

 

８. 作業員説明 

      □作業員の安全確保 □散布ほ場の案内 □農薬の調合 □危被害防止対策  

      □散布前オペレーターとの打合せ □事故発生時の対処方法 

 

参考文献  一般社団法人 農林水産航空協会 
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別紙様式４ 

 

空中散布等事業報告書 

 

１．実施主体名 

防除委託者名 

防除実施者名 

２．オペレーター名 

氏名 

技能認定証番号 

３．機体登録記号 

４．該当市町村 

５．実施月日 

６．実施日数 

７．作物名 

８．対象作業名 

９．実施面積 

１０．散布資材名 

１１．１０ａ当たり散布量 

１２．散布機数 

１３．備考 
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  （様式１）                                          

 年   月   日 

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書 
□新規  □更新※１  □変更※２ 

 

             殿 

           氏 名 又 は 名 称 

及 び 住 所 

並びに法人の場合は代表者の氏名  印 

                   （連絡先）               

 

航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１３２条ただし書の規定による許可及び同法 

第１３２条の２ただし書の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

飛行の目的 

□業務 

□空撮  □報道取材  □警備      □農林水産業 

□測量  □環境調査  □設備メンテナンス 

□インフラ点検・保守  □資材管理  □輸送・宅配 

□自然観測  □事故・災害対応等 

□趣味 

□その他（                    ） 

飛行の日時※３  

飛行の経路※４ 

（飛行の場所） 
 

飛行の高度 地表等からの高度       ｍ 海抜高度      ｍ 

申

請

事

項

及

び

理

由 

飛行禁止 

空域の飛

行 

（第１３

２条関係） 

□航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交

通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの

周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安

全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 

 （空港等名称） 

□進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若し

くは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保す

るために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域（空港等名称） 

□地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域 

□人又は家屋の密集している地域の上空 

【飛行禁止空域を飛行させる理由】 

飛行の方

法 

（第１３

２条の２

関係） 

□夜間飛行   □目視外飛行 

□人又は物件から３０ｍ以上の距離が確保できない飛行 

□催し場所上空の飛行   □危険物の輸送   □物件投下 

【第１３２条の２第５号から第１０号までに掲げる方法によらずに飛行させ

る理由】 

(注)氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

（次頁に続く） 
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  （様式１）                                          

 年   月   日 

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書 
□新規  □更新※１  □変更※２ 

 

             殿 

           氏 名 又 は 名 称 

及 び 住 所 

並びに法人の場合は代表者の氏名  印 

                   （連絡先）               

 

航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１３２条ただし書の規定による許可及び同法 

第１３２条の２ただし書の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

飛行の目的 

□業務 

□空撮  □報道取材  □警備      □農林水産業 

□測量  □環境調査  □設備メンテナンス 

□インフラ点検・保守  □資材管理  □輸送・宅配 

□自然観測  □事故・災害対応等 

□趣味 

□その他（                    ） 

飛行の日時※３  

飛行の経路※４ 

（飛行の場所） 
 

飛行の高度 地表等からの高度       ｍ 海抜高度      ｍ 

申

請

事

項

及

び

理

由 

飛行禁止 

空域の飛

行 

（第１３

２条関係） 

□航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交

通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの

周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安

全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 

 （空港等名称） 

□進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若し

くは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保す

るために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域（空港等名称） 

□地表又は水面から１５０ｍ以上の高さの空域 

□人又は家屋の密集している地域の上空 

【飛行禁止空域を飛行させる理由】 

飛行の方

法 

（第１３

２条の２

関係） 

□夜間飛行   □目視外飛行 

□人又は物件から３０ｍ以上の距離が確保できない飛行 

□催し場所上空の飛行   □危険物の輸送   □物件投下 

【第１３２条の２第５号から第１０号までに掲げる方法によらずに飛行させ

る理由】 

(注)氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

（次頁に続く） 
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（次頁に続く） 

無人航空機の製造者、名

称、重量その他の無人航空

機を特定するために必要

な事項 

□別添資料のとおり。 

□変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機の機能及び性

能に関する事項   

□別添資料のとおり。 

□変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機の飛行経歴並

びに無人航空機を飛行さ

せるために必要な知識及

び能力に関する事項 

□別添資料のとおり※５。 

□変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機を飛行させる

際の安全を確保するため

に必要な体制に関する事

項 

□航空局標準マニュアルを使用する。 

□航空局ホームページ掲載されている以下の団体等が定める飛行

マニュアルを使用する。 

  団体等名称： 

  飛行マニュアル名称： 

□上記以外の飛行マニュアル（別添）を使用する。 

□変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

その他参考となる事項 

【変更又は更新申請に関する現に有効な許可等の情報】 

 許可承認番号： 

 許可承認日： 

 ※許可承認書の写しを添付すること。 

【第三者賠償責任保険への加入状況】 

□加入している（☐対人 ☐対物） 

保険会社名： 

商 品 名： 

  補 償 金 額：（対人）     （対物） 

□加入していない 
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その他参考となる事項 

【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果

（航空法第１３２条第１号に掲げる空域における飛行に限

る。）】 

□空港設置管理者等 

 調整機関名： 

 調 整 結 果： 

 

□空域を管轄する関係機関 

 調整機関名： 

 調 整 結 果： 

 

【催しの主催者等との調整結果（催し場所上空の飛行に限る。）】 

 催 し 名 称： 

 主催者等名： 

 調 整 結 果： 

 

備   考 

【緊急連絡先】 

 担 当 者： 

 電話番号： 

 

 

（次頁に続く） 
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※１ 更新申請とは、許可等の期間の更新を受けようとする場合の申請。 

※２ 変更申請とは、許可等を取得した後に「無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空

機を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機

の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は

「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一

部を変更する場合の申請。 

※３ 次の飛行を行う場合は、飛行の日時を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の

日時が特定できない場合には、期間及び時間帯を記載すること。 

・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行 

・催し場所の上空における飛行 

※４ 次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の

経路を特定できない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。 

・進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なもの 

として国土交通大臣が告示で定める空域における飛行 

・地表若しくは水面から１５０ｍ以上の高さの空域における飛行 

・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行 

・夜間における目視外飛行 

・補助者を配置しない目視外飛行 

・催し場所の上空の飛行 

・趣味目的での飛行 

※５ 航空局ホームページに掲載されている団体等が技能認証を行う場合は、当該認証を証する書

類の写しを添付すること。なお、当該写しは、発行した団体名、操縦者の氏名、技能の確認

日、認証された飛行形態、無人航空機の種類が記載されたものであることに留意すること。 

 



84
84 

 

  

（参考様式） 

 別添資料〇  

飛飛行行のの経経路路  

 

（広域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳細図） 
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（参考様式） 

 別添資料〇  

無無人人航航空空機機のの製製造造者者、、名名称称、、重重量量等等  

 

無
人
航
空
機 

製造者名  

名称  

重量 

（最大離陸重量） 

 

製造番号等  

仕様が分かる資料 

（設計図又は写真） 

 

操
縦
装
置 

製造者名  

名称  

仕様が分かる資料 

 



8686 
 

  

（様式２） 

無無人人航航空空機機のの機機能能・・性性能能にに関関すするる基基準準適適合合確確認認書書  

 

１．飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。 

製造者名  名 称  

重量※１  製造番号等  

 

２．ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造を行っているかどうかを記載し、「改造して 

いる」場合には、３．の項も記載すること。  

改造の有無  ： □改造していない  /  □改造している（→改造概要及び３．を記載） 

 

 

 

 

 

３．ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても 

改造を行っている場合は、次の内容を確認すること。 

確認事項 確認結果 

一
般 

鋭利な突起物のない構造であること（構造上、必要なものを除

く。）。 
□適 / □否 

無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等

を有していること。 
□適 / □否 

無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認

できること。 
□適 / □否 

遠
隔
操
作
の
機
体
※
２ 

特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した

離陸及び着陸ができること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した

飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼

機）、下降等）ができること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は

同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにし

たものであること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

改  造  概  要 
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自
動
操
縦
の
機
体
※
３ 

自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、前後移動、水

平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不

具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安

全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であ

ること。 

□適 / □否 / 

□該当せず 

 

※１ 最大離陸重量の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、確認した際の重量 

を記載すること。 

※２ 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下 

降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「該当せず」を選択すること。 

※３ 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。 

自動操縦を行わない場合には「該当せず」を選択すること。 
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（参考様式） 

 別添資料〇  

無無人人航航空空機機のの運運用用限限界界等等  

 

（運用限界） 

最高速度  

最高到達高度  

電波到達距離  

飛行可能風速  

最大搭載可能重量  

最大使用可能時間  

 

 

 

 

 

 

 

（飛行させる方法） 
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 別添資料〇  

無無人人航航空空機機のの追追加加基基準準へへのの適適合合性性 

 

※許可や承認を求める事項に応じて、必要な部分を抽出して（不要な部分は削除して）資料を作成

してください。 

※仮に、基準への適合性が困難な場合には、代替となる安全対策等を記載するなど、安全を損なう

おそれがない理由等を記載してください。 

 

○１号告示空域 

基 準 適合性 

航空機からの視認をできるだけ容易にす

るため、灯火を装備すること又は飛行時に

機体を認識しやすい塗色を行うこと。 

 

（進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域であって、人口集中地

区の上空に該当する場合） 

第三者及び物件に接触した際の危害を軽

減する構造を有すること。 

 

 

 

 

 

○進入表面等の上空の空域を飛行 

○１５０ｍ以上の高さの空域を飛行 

基 準 適合性 

航空機からの視認をできるだけ容易にす

るため、灯火を装備すること又は飛行時に

機体を認識しやすい塗色を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行（第三者上空の飛行以外） 

○人及び物件との距離３０ｍを確保できない飛行（第三者上空の飛行以外） 

基 準 適合性 

第三者及び物件に接触した際の危害を軽

減する構造を有すること。 
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○催し場所上空での飛行（第三者上空の飛行以外） 

基 準 適合性 

第三者及び物件に接触した際の危害を軽

減する構造を有すること。 

 

飛行が想定される運用により、１０回以上

の離陸及び着陸を含む３時間以上の飛行

実績を有すること。 

 

 

 

○夜間飛行 

基 準 適合性 

無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認

できるよう灯火を有していること。ただ

し、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分

照らされている場合はこの限りでない。 

  

 

 

○目視外飛行 

基 準 適合性 

自動操縦システムを装備し、機体に設置さ

れたカメラ等により機体の外の様子を監

視できること。 

  

地上において、無人航空機の位置及び異常

の有無を把握できること（不具合発生時に

不時着した場合を含む。）。 

 

 

電波断絶等の不具合発生時に危機回避機

能（自動帰還機能、電波が復帰するまで空

中で位置を維持する機能等のフェール

セーフ機能）が正常に作動すること。 
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○危険物の輸送 

基 準 適合性 

危険物の輸送に適した装備が備えられて

いること。 

  

 

 

○物件の投下 

基 準 適合性 

不用意に物件を投下する機構でないこと。   
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 別添資料〇  

 

無無人人航航空空機機をを飛飛行行ささせせるる者者一一覧覧  

 

No 氏 名 住所 
飛行させることが 

できる無人航空機 
備考 
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（様式３） 

無無人人航航空空機機をを飛飛行行ささせせるる者者にに関関すするる飛飛行行経経歴歴・・知知識識・・能能力力確確認認書書  

無人航空機を飛行させる者 ： ○○ ○○ 

確認事項 確認結果 

飛行経歴 無人航空機の種類別に、１０時間以上の飛行経歴を有すること。 □適 / □否 

知 識 

航空法関係法令に関する知識を有すること。 □適 / □否 

安全飛行に関する知識を有すること。 

・飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法） 

・気象に関する知識 

・無人航空機の安全機能（フェールセーフ機能等） 

・取扱説明書に記載された日常点検項目  

・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造

及び取扱説明書に記載された日常点検項目 

・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

・飛行形態に応じた追加基準 

□適 / □否 

能 

力 

一

般 

飛行前に、次に掲げる確認が行えること。 

・周囲の安全確認（第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等） 

・燃料又はバッテリーの残量確認 

・通信系統及び推進系統の作動確認 

□適 / □否 

遠
隔
操
作
の
機
体
※
１ 

ＧＰＳ等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。 □適 / □否 

ＧＰＳ等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。 

・上昇 

・一定位置、高度を維持したホバリング（回転翼機） 

・ホバリング状態から機首の方向を９０°回転（回転翼機） 

・前後移動 

・水平方向の飛行（左右移動又は左右旋回） 

・下降 

□適 / □否 

自
動
操
縦
の
機
体

※
２ 

自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 □適 / □否 

飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられ

るよう、適切に操作介入ができること。 
□適 / □否 

※１ 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降

等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「遠隔操作の機体」の欄の確認結

果について記載は不要。 

※２ 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。

自動操縦を行わない場合には「自動操縦の機体」の欄の確認結果について記載は不要。 

                  

上記の確認において、基準に適合していない項目がある場合には、下記の表に代替的な安全対策

等を記載し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがな

いことを説明すること。 

 

項目 代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明 

 

 

 

記載内容が多いときは、別紙として添付すること。 
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（参考様式） 

 別添資料〇  

 

無無人人航航空空機機をを飛飛行行ささせせるる者者のの追追加加基基準準へへのの適適合合性性  

  

以下のとおり、飛行させる者は飛行経験を有しており飛行マニュアルに基づいた飛行訓練を

実施している。 

 

 

飛行させる者：  ○○ ○○    

 

総飛行時間：        時間 

 

夜間飛行時間：       時間 

 

目視外飛行時間：      時間 

 

物件投下経験：        回 
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 別添資料〇  

 

飛飛行行ママニニュュアアルル  

  

※※申申請請書書記記載載例例をを参参照照のの上上、、飛飛行行ママニニュュアアルルをを作作成成ししててくくだだささいい。。
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無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン 

 

第１  趣旨 

無人マルチローター（ほぼ垂直な軸回りに回転する三つ以上の回転翼によって主な揚力及び推進力を

得る回転翼無人航空機をいう。以下同じ。）による農薬の空中散布は、防除作業の負担軽減及び生産性

の向上に資する技術として期待されており、近年、当該散布の実施面積は、増加傾向にある。 

他方で、農薬を使用する者は、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号。以下「法」という。）第２５

条第１項に基づき定められている農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成１５年農林水

産省・環境省令第５号。以下「省令」という。）に基づき、農作物や人畜、周辺環境等に危被害を及ぼ

さないようにする責務を有するとともに、関係通知に沿った安全かつ適正な使用に努める必要がある。

また、農薬を使用する者は、法第２７条に基づき、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深

めるように努めなければならない。 

以上のことから、今後、無人マルチローターによる農薬の空中散布がいっそう農業現場に普及してい

く環境に対応するため、無人マルチローターによる農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使

用を行うために参考とすることができる目安を示すため、本ガイドラインを定める。 

 

第２  空中散布の実施 

 １ 空中散布の計画 

（１）実施主体（防除実施者及び防除を自らは行わずに他者に委託する者。以下同じ。）は、空中散布

の実施区域周辺を含む地理的状況（住宅地、公共施設、水道水源、蜂、蚕、魚介類その他水産動植物の

養殖場等に近接しているかなど）、耕作状況（収穫時期の近い農作物や有機農産物の生産ほ場が近接し

ているかなど）等の作業環境を十分に勘案し、実施区域及び実施除外区域の設定、散布薬剤の種類及び

剤型の選定（粒剤、微粒剤等の飛散の少ない剤型）等の空中散布の計画について検討を行い、実施場所、

実施予定月日、作物名、散布農薬名、１０ａ当たりの使用量又は希釈倍数等について記載した計画書を

作成する。なお、３に規定する対応により危被害を防止することができないおそれがある場合は、空中

散布の計画を見直す。 

 

（２）空中散布の作業を他者に委託する場合は、防除委託者は、防除実施者と十分に連携して空中散布

の計画を検討する。 

 

２ 空中散布の実施に関する情報提供 

（１）空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合、

実施主体は、当該施設の利用者、居住者、養蜂家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の

目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日

時を調整する。 

（２）空中散布の作業を他者に委託する場合は、防除委託者は、防除実施者と十分に連携して空中散布

の計画を検討する。 

（３）空中散布の実施区域周辺において人の往来が想定される場合、実施主体は、作業中の実施区域内

への進入を防止するため、告知、表示等により空中散布の実施について情報提供を行うなどの必要な措

置を講ずる。 
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３ 実施時に留意する事項 

（１）実施主体は、操縦者、補助者（無人マルチローターの飛行状況、周辺区域の変化等を監視し、的

確な誘導を行うとともに、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行い、

操縦者を補助する者）等の関係者及び周辺環境等への影響に十分配慮し、風下から散布を開始する横風

散布を基本に飛行経路を設定する。 

（２）操縦者は、あらかじめ機体等メーカーが作成した取扱説明書等により、無人マルチローター及び

散布装置に関する機能及び性能について理解する。 

（３）操縦者は、第４の３（１）により機体等メーカーが取扱説明書等に記載した散布方法（飛行速度、

飛行高度、飛行間隔及び最大風速。別添参照。）を参考に散布を行う。 

（４）（３）において、機体等メーカーによる散布方法が設定されておらず、取扱説明書等に記載がな

い場合は、当面の間、「マルチローター式小型無人機における農薬散布の暫定運行基準取りまとめ」（平

成２８年３月８日マルチローター式小型無人機の暫定運行基準案策定検討会）において、無人マルチ

ローターの標準的な散布方法として策定された、以下の散布方法により実施する。 

・飛行高度は、作物上２ｍ以下。 

・散布時の風速は、地上 １.５ｍにおいて３ｍ/ｓ以下。 

・飛行速度及び飛行間隔は、機体の飛行諸元を参考に農薬の散布状況を随時確認し、適切に加減する。 

（５）操縦者は、散布の際、農薬の散布状況及び気象条件の変化を随時確認しながら、農薬ラベルに表

示される使用方法（単位面積当たりの使用量、希釈倍数等）を遵守し、散布区域外への飛散（以下「ド

リフト」という。）が起こらないよう十分に注意する。 

（６）ドリフト等を防ぐため、架線等の危険個所、実施除外区域、飛行経路及び操縦者、補助者等の経

路をあらかじめ実地確認するなど、実施区域及びその周辺の状況把握に努めるとともに、必要に応じて

危険個所及び実施除外区域を明示しておく。 

（７）実施主体は、散布装置については、適正に散布できること（所定の吐出量において間欠的ではな

いことなど）を使用前に確認するとともに、適時、その点検を行う。 

（８）周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農産物が栽培されている場合、学

校、病院等の公共施設、家屋、水道水源、蜂、蚕、魚介類その他水産動植物の養殖場等が近い場合など、

農薬の飛散により危被害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、無風又は風が弱い天候の日や

時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬

が飛散しないよう細心の注意を払う。 

（９）強風により散布作業が困難であると判断される場合には、無理に作業を続行せず、気象条件が安

定するまで待機する。 

（１０）操縦者、補助者等の農薬暴露を回避するため、特に次の事項に留意する。 

 ア 操縦者、補助者等は、防護装備を着用すること。 

  イ 空中散布の実施中において、操縦者、補助者等は農薬の危被害防止のため連携すること。 

（１１）作業終了後、散布装置（タンク、配管、ノズル等）は十分に洗浄し、洗浄液、配管内の残液等

は周辺に影響を与えないよう安全に処理する。 

（１２）実施主体は、空中散布の実施により、農業、漁業その他の事業に被害が発生し、又は周囲の自

然環境若しくは生活環境に悪影響が生じた場合は、直ちに当該区域での実施を中止し、その原因の究明

に努めるとともに、適切な事後処理を行う。 
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  第３ 事故発生時の対応 

    空中散布を実施した場合の事故発生時の対応については、次のとおり実施する。 

１ 事故の類型は、以下のとおりとする。 

（１）農薬事故 空中散布中の農薬のドリフト、流出等の農薬事故 

（２）その他 無人マルチローターの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体

の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案 

２ １（１）に規定する事故が発生した場合は、実施主体は、別記様式の事故報告書を作成し、実施区

域内の都道府県農薬指導部局に提出する。 

３ 事故報告書は、事故発生後直ちに第１報（事故の概要、初動対応等）を、事故発生から１ヶ月以内

に最終報（事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定）をそれぞれ作成すること。なお、空

中散布の作業を他者に委託した場合は、防除委託者は、防除実施者と十分連携して当該事故報告書を作

成する。 

４ 都道府県農薬指導部局は２により事故報告書の提出があった場合は、記載に不備がないことを確認

し、地方農政局消費・安全部安全管理課（北海道にあっては直接。沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

務局農林水産部消費・安全課。）を経由して、農林水産省消費・安全局植物防疫課（以下「植物防疫課」

という。）に当該事故報告書を提出する。 

５ 植物防疫課は、４により事故報告書の提出があった場合は、これを取りまとめ、都道府県等の協力

を得て、空中散布における安全対策を検討する。また、関係機関との間で、当該検討結果に係る情報を

共有するとともに、実施主体に対し、再発防止を図るよう指示する。 

６ 植物防疫課は、５により取りまとめた事故報告を地方航空局保安部運用課に提供する。 

７ １（２）に該当する事故が発生した場合、実施主体は、直ちに以下の飛行の許可等を行った地方航

空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、

２４ 時間運用されている最寄りの空港事務所に連絡を行う。 

東京航空局保安部運用課 ０３-６６８５-８００５ 

大阪航空局保安部運用課 ０６-６９４９-６６０９ 

最寄りの空港事務所（執務時間外は別表に示した、飛行させた都道府県に対応する ２４時間対応の空

港事務所へ連絡する。） 

     

第４ 関係機関の役割 

空中散布に関係する機関は、次の役割を果たす。 

１ 植物防疫課 

（１）農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会の場等を通じ、空中散布の安全かつ適正な実施の

ために必要な情報及び資料の収集及び提供を行うこと。 

（２）空中散布の円滑な実施及び事故発生時における迅速かつ的確な対応のため、関係機関との間で連

絡体制を整備すること。 

２ 都道府県 

（１）実施主体に対し、１（１）により提供を受けた情報及び資料その他空中散布に関する技術的情報

を提供すること。 

（２）実施主体から事故に関する情報が提出された場合には、安全かつ適正な空中散布の実施のための

指導及び助言を行うこと。 
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３ 機体等メーカー 

（１）機体・散布装置の使用条件（対象農作物、農薬の剤型等）ごとの散布方法に関する情報について、

取扱説明書等に記載するなど、使用者が把握しやすい手段により情報提供すること。散布方法の設定に

当たっては、落下分散性能の把握、ドリフト状況の把握等の結果から設定するとともに、その根拠となっ

た試験結果（試験条件を含む）を Ｗｅｂサイト等で公表するよう努めること。 

（２） １（１）により提供を受けた情報及び資料その他空中散布に関する技術的情報を使用者に提供

するとともに、使用者からの照会に対応する窓口を整備すること。 

 

第５ 情報管理 

   本ガイドラインに基づく情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 

５７号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）、各都道府県が

定める個人情報保護条例等に留意する。 

 

第６ 改訂 

本ガイドラインは、無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る技術の開発状況等を踏まえ、必要

に応じて見直すこととする。 

 

附則 

このガイドラインは、令和元年７月３０日から施行する。また、同日付けで、「空中散布における無

人航空機利用技術指導指針」（平成２７年１２月３日付け ２７消安第４５４５号、消費・安全局長通知）

は廃止する。 
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２．国土交通省 無人航空機の飛行を制限する条例等 
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