
国土交通省からのお知らせ
無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルールについて

150ｍ

30ｍ
30ｍ

30ｍ

★飛行禁止区域

航空法に規定する無人航空機の飛行ルールは以下の通りです

空港周辺 150m以上の上空 人家の密集地域

次の場所では、無人航空機の飛行は禁止されていますので、ご注意ください！飛行させたい場合には、国土交通
大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。

★飛行の方法
無人航空機を飛行させる際には、次の方法に従って飛行させましょう！
（飛行禁止区域での飛行許可を受けた場合や、飛行禁止区域以外の区域で飛行させる場合であっても、以下
の条件を守らなければなりません。）
これらの方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要ですので、所定の手続きを
行ってください。

日中での飛行 目視の範囲内 距離の確保

催し場所での飛行禁止 危険物輸送の禁止 物件投下の禁止

凶器

• 大阪でのG20の開催に伴い、小型無人機等飛行禁止法及び大阪府条例に基づく、小型無人機の飛行禁止区域が大阪

府内で指定されています。詳細は、次のサイトをご確認ください。

（大阪府条例） http://www.pref.osaka.lg.jp/summit/drone/index.html

（小型無人機等飛行禁止法） https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

• 寺院、神社、公園など、特定の場所への飛行は、地方自治体の条例により禁止されている場合があります。

• 航空法の詳細は、次のサイトをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【 無人航空機ヘルプデスク 】

★その他の留意事項

電話 ：０３－４５８８－６４５７ （受付時間：平日午前９時から午後５時まで） E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・技適マークが付いていない免許不要の無線機器（免許不要の無人航空機を含む）は、外国の規格に基づいてるもので

あっても、国内では使用できず、違法使用になるおそれがあります。詳細は、次のサイトをご確認ください。

【総務省からのお知らせ 】

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/yunyumusenki/index.htm

E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

イベント会場
火薬類

毒物類

引火性液体 など



Announcement by Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

150ｍ

30ｍ
30ｍ

30ｍ

★Prohibited Airspace for Flight

Civil Aeronautics Act defines flight rules on Unmanned Aircraft (UA) as follows.

Airspace around airports Airspace more than  
150m above the ground

Airspace above Densely 
Inhabited Districts

ATTENTION!  Flight of UA is prohibited in the following areas. Any person who intends to operate UA in the 
prohibited area is required to obtain permission from MLIT, going through prescribed procedures.

★Particulars to be observed when operating UA
Please conform to the following operation conditions when you operate UA! 
(Even after having obtained permission pursuant to the above or in case of operation in the area other than 
the prohibited airspace for flight, the following conditions must be observed.) 
Any person who intends to operate UA without conforming to such conditions is required to obtain permission 
from MLIT, going through prescribed procedures. 

Daytime operation Visual line of sight Required distance

Event sites Transporting 
hazardous materials 

Dropping objects

Weapons

Poisonous
materials 

Explosives

Inflammable liquids etc.

• As G20 is to be held in Osaka soon, the flight prohibited areas for drones are designated around Osaka based on 

the Act of Prohibit Flights of Small-sized Aircrafts and Osaka Prefecture Ordinance. For details, please refer to

（ Osaka Prefecture Ordinance ） http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35625/00000000/chirashi(en).pdf

（ The Act of Prohibition of Flight of Small-sized Aircrafts ）

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

• Flight around specific areas such as temples, shrines and parks may be prohibited by Local Regulations. 

• For details of the amended Civil Aeronautics Act, please refer to http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

★Additional Considerations

E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・ License-free radio equipment (including license-free radio equipment for UA) without "Technical Conformity Mark“ 

cannot be used and may provoke illegal use in Japan, even if the equipment is based on a foreign standard. 

【Announcement by Ministry of Internal Affairs and Communications 】

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/illegal/monitoring_qa/index.htm

E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

• Inquiry Counter for Unmanned Aircraft: Aviation Safety and Security Department, Civil Aviation Bureau, MLIT



国土交通省提醒您
关于无人飞机（无人机、遥控飞机等）的飞行规定

150米

30米
30米

30米

★禁飞区域

航空法规定的无人飞机飞行规定如下

机场周边 150米以上的高空 住宅密集地区

以下场所禁止无人飞机飞行，敬请注意！欲在以下场所使用无人飞机时，须取得国土交通大臣批准，请依照
规定手续办理申请。

★飞行条件
使用无人飞机时请遵守以下飞行条件！
（即使获准在禁飞区域使用或在非禁飞区域使用，仍须遵守以下条件。）
欲不受以下条件限制使用无人飞机时，须取得国土交通大臣批准，请依照规定手续办理申请。

限白天飞行 限目视范围内 保持安全距离

禁止在活动会场使用 禁止运送危险物品 禁止空投物品

凶器

• 伴随G20峰会在大阪举行，根据小型无人机等飞行禁止法及大阪府条例规定，大阪府内已有多处被指定为小型无

人机禁飞区域。详细内容请参阅以下网站。

（大阪府条例） http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35625/00000000/chirashi(en).pdf

（小型无人机等飞行禁止法） https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

• 根据地方行政单位条例规定，寺院、神社或公园等特定场所也可能禁止无人飞机飞行。
• 航空法详细内容可参阅右述网站。 http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

【 无人飞机咨询服务 】

★其他注意事项

E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・无需执照的无线机器（含无需执照的无人飞机）若无日本技适标志，即使该机器符合外国规格，在日本国内依然

不得使用，使用可能构成违法行为。详情请参阅以下网站。

【总务省提醒您 】

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/illegal/monitoring_qa/index.htm

E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

活动会场
火药类

毒物类

易燃性液体等

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan



國土交通省提醒您
關於無人飛機（無人機、遙控飛機等）的飛行規定

150公尺

30公尺
30公尺

30公尺

★禁飛區域

航空法規定的無人飛機飛行規定如下

機場周邊 150公尺以上的高空 住宅密集地區

以下場所禁止無人飛機飛行，敬請注意！欲在以下場所使用無人飛機時，須取得國土交通大臣批准，請依照
規定手續辦理申請。

★飛行條件
使用無人飛機時請遵守以下飛行條件！
（即使獲准在禁飛區域使用或在非禁飛區域使用，仍須遵守以下條件。）
欲不受以下條件限制使用無人飛機時，須取得國土交通大臣批准，請依照規定手續辦理申請。

限白天飛行 限目視範圍內 保持安全距離

禁止在活動會場使用 禁止運送危險物品 禁止空投物品

凶器

【無人飛機諮詢服務 】

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

★其他注意事項

E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・無需執照的無線機器（含無需執照的無人飛機）若無日本技適標誌，即使該機器符合外國規格，在日本國內依然

不得使用，使用可能構成違法行為。詳情請參閱以下網站。

【總務省提醒您】

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/illegal/monitoring_qa/index.htm

E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

活動會場
火藥類

毒物類

易燃性液體等

• 伴隨G20高峰會在大阪舉行，根據小型無人機等飛行禁止法及大阪府條例規定，大阪府內已有多處被指定為小型

無人機禁飛區域。詳細內容請參閱以下網站。

（大阪府條例） http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35625/00000000/chirashi(en).pdf

（小型無人機等飛行禁止法） https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

• 根據地方行政單位條例規定，寺院、神社或公園等特定場所也可能禁止無人飛機飛行。
• 航空法詳細內容可參閱右述網站。 http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html



국토교통성에서 알립니다
무인항공기(드론・무선조종기등）의비행규칙에대하여

150ｍ

30ｍ
30ｍ

30ｍ

★비행금지구역

항공법에규정된무인항공기비행규칙은다음과같습니다

공항 주변 150m 이상 상공 인가 밀집 지역

다음 장소에서 무인항공기 비행은 금지되어 있으니 주의해 주십시오! 이 구역에서 띄우고 싶은 경우에는
국토교통장관의 허가가 필요하오니 소정의 절차를 밟아 주십시오.

★비행방법
무인항공기를 띄울 때에는 다음 방법에 따라 날립시다.
(비행 금지 구역에서 비행 허가를 받은 경우나 비행 금지 구역 이외의 구역에서 날리는 경우에도, 다음
조건을 지켜야 합니다.)
이러한 방법을 따르지 않고 띄우고 싶은 경우에는 국토교통장관에 의한 승인이 필요하오니 소정의
절차를 밟아 주십시오.

낮 시간에 비행 눈에 보이는 범위 거리 확보

행사장소 비행금지 위험물 수송 금지 물건 투하 금지

흉기

• 오사카 G20 개최에 따라 소형 무인기 등 비행 금지법 및 오사카부 조례에 따라 소형 무인기 비행 금지 구역이

오사카부 내에 지정되어 있습니다. 자세한 사항은 다음 사이트를 확인하십오.

(오사카부조례) http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35625/00000000/chirashi(en).pdf

(소형무인기 등 비행 금지법) https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

• 사원, 신사, 공원 등 특정 장소의 비행은 지방 자치 단체 조례에 의해 금지된 경우가 있습니다.

• 항공법의 자세한 사항은 다음을 확인하십시오. http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html
【 무인항공기 안내 데스크 】

★기타유의사항

E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・기술 기준 적합 마크가 붙어 있지 않은 면허 불필요 무선 기기(면허 불필요 무인항공기 포함)는 외국 규격에

맞는 것이어도 국내 사용이 불가능하여 위법 사용이 될 위험이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 확인하세요.

【총무성에서 알립니다】

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/illegal/monitoring_qa/index.htm
E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

이벤트 장소
화약류

독극물

인화성액체등

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan



 ประกาศจากกระทรวง
(เชน่ โดรน/ )

150 เมตร

30 เมตร
30 เมตร

30 เมตร

★

ระเบยีบการใชอ้ากาศยานไรค้นขบัภายใตก้ฎหมายการบนิ 

บรเิวณสนามบนิ บนิสงูกวา่ 150 ไป บรเิวณชุมชน

! 

★วธิกีารใชบ้นิ
!

( ไรค้นขบับนิใน
) 

ไว ้ ขออนุญาตจาก
รัฐมนตรวีา่การ

บนิในตอนกลางวนั ห็นได้ รกัษาระยะหา่ง

งาน หา้มใชใ้นการขนสง่วตัถุ
อนัตราย หา้มปลอ่ยวตัถลุงมา

อาวธุ

• G20 ขนาดเล็กบนิ
ม 

(ขอ้กําหนดของนครโอซากา) http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/35625/00000000/chirashi(en).pdf 
（กฎหมายวา่ดว้ยการหา้มใชอ้ากาศยานไรค้นขบัขนาดเล็ก)  

   https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
•
  
• http://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html
<ศนูยช์ว่ยเหลอือากาศยานไรค้นขบั>

★

E-mail ：hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp 

・ ( ) แมว้า่จะเป็นไปตาม
กฎหมาย

สาํหรับ

<กระทรวงกจิการภายในประเทศและการ >

https://www.tele.soumu.go.jp/e/adm/monitoring/illegal/monitoring_qa/index.htm

E-mail ：kanshi-pub@ml.soumu.go.jp 

วตัถรุะเบดิ

สารพษิ

เชน่ ของเหลวไวไฟ 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan


