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◇SH2143◇無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上
空⾶⾏に関する法規制と論点（1）　掘越秀郎
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無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶
⾏に関する法規制と論点（1）

⻄村あさひ法律事務所

弁護士　掘　越　秀　郎

1. はじめに

　無⼈航空機（ドローン）は、機体の性能・安全性の進歩に伴い、物流、
災害対応、警備、インフラ維持管理、農林業等の多分野に亘り、商業利用
のための検討・実用化が進展しており、ドローン関連分野に参⼊する企業
の数も増加している。政府は、ドローンの産業への利活用を後押ししてお
り、⼩型無⼈機に係る環境整備に向けた官⺠協議会（以下「官⺠協議会｣
という。）が発表した2018年6⽉15⽇付「空の産業革命に向けたロード
マップ2018」（以下「ロードマップ｣という。）では、2018年から2020
年代前半までの期間における、ドローンの利活用・環境整備・技術開発等
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に関して、フェイズ毎の具体的な⽬標が設定され、この⽬標に沿って政府
による各種施策が実施されている[1]。

　物流の分野に関して、過疎化が進んでいる地域（離島・⼭間部）へのド
ローンによる荷物の配送が、過疎化や⼈手不⾜の対策として期待されてい
るが、これを実現するためには、⽬視範囲内での⾶⾏のみでは⾜りず、⽬
視外⾶⾏の実現が必要である。更に、⾶⾏が市街地エリアに及ぶ場合には
第三者上空⾶⾏を要する。すなわち、ドローンの商業利用を本格化させる
ためには、現在法規制上制限されている⽬視外⾶⾏、ひいては第三者上空
⾶⾏を可能にしていくことが必要であり、そのための、各種技術開発及び
環境整備を要することになる[2]。ロードマップにもこの点が織り込まれ
ており、2018年度中に無⼈地帯での⽬視外⾶⾏（レベル3）の実現が⽬標
とされている。その具体策として、2018年9⽉14⽇に、航空法上の許
可・承認基準を定める「無⼈航空機の⾶⾏に関する許可・承認の審査要
領」（以下「審査要領」という。）が⼀部改正され、⽬視外⾶⾏の要件が
緩和された[3]。この要件緩和は、ドローンの商業利用の本格化に向け
て、実務上、ターニングポイントともいえ、重要な意義を有するものであ
る。

　本稿では、ドローンの物流分野での利活用の例を念頭に、審査要領の改
正内容、及びドローンの⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶⾏に関する法規制につ
いて論じることを⽬的とするものである。なお、本稿中の意⾒は筆者個⼈
のものであり、筆者が属する法律事務所の意⾒ではないことを付⾔してお
く。

2. ⽬視外⾶⾏に関する航空法上の規制

(1) ドローンの⾶⾏に関する航空法上の規制〜⾶⾏空域・⾶⾏⽅法の制限

　航空法上、ドローンの⾶⾏に関して、(1) ⾶⾏空域の規制と (2) ⾶⾏⽅
法の規制が存在する[4]。

　(1) の⾶⾏空域に関しては、①空港等の周辺（進⼊表面等）の上空の空
域、②150m以上の⾼さの空域、及び③⼈口集中地区の上空の⾶⾏は、原
則として禁⽌され、これらの空域で⾶⾏するためには、所定事項を記⼊し
た許可申請書を提出のうえ、国土交通⼤臣から許可を得ることを要する
（航空法132条、航空法施⾏規則236条乃至236条の3）。

　(2) の⾶⾏⽅法に関しては、①夜間⾶⾏、②⽬視外⾶⾏[5]、③ドロー
ンと地上又は水上の⼈又は物件との間の距離が30m未満となる⾶⾏、④
多数の者が集合する催しが⾏われている場所の上空の⾶⾏、⑤危険物の輸
送を伴う⾶⾏、及び⑥物件投下を伴う⾶⾏は、原則として制限され、これ
らの⾶⾏を⾏うためには、所定事項を記⼊した承認申請書を提出のうえ、
国土交通⼤臣から承認を得ることを要する（航空法132条の2、航空法施
⾏規則236条の4乃至236条の6）。

(2) ⽬視外⾶⾏が承認されるための要件

　国土交通⼤臣が上記(1)及び(2)の許可・承認を⾏ううえでの審査基準
は、審査要領に具体的に定められている。
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　いずれの許可・承認事由に関しても、基本的な基準に適合する必要があ
る。具体的には、①機体の機能及び性能に関する事項（審査要領4-1）、
②ドローンの⾶⾏経歴並びにドローンを⾶⾏させる者の必要な知識及び能
⼒（同4-2）、③安全を確保するために必要な体制（同4-3）に関する事
項である[6]。いずれの⾶⾏の場合でも、③に関連して、原則として、第
三者の上空での⾶⾏は禁⽌されている（審査要領4-3-1(1)）。

　その上で、上記①から③に関して、各許可・承認事由特有の追加的な基
準が定められており（審査要領5以下）、⽬視外⾶⾏の場合も同様である
（審査要領5-4以下）。

　そして、2018年9⽉14⽇付で改正される前の審査要領（以下「改正前
審査要領」という。）においては、⽬視外⾶⾏を実施するには、③に関し
て原則として、補助者を付けることが求められており、「⾶⾏経路全体を
⾒渡せる位置に、無⼈航空機の⾶⾏状況及び周囲の気象状況の変化等を常
に監視できる補助者を配置し、補助者は、無⼈航空機を⾶⾏させる者が安
全に⾶⾏させることができるよう必要な助⾔を⾏うこと」が必要とされて
いた（改正前審査要領5-4(3)）。

　しかし、物流分野で利活用することを想定した場合、⻑距離⾶⾏となる
ため、「⾶⾏経路全体を⾒渡せる位置に、無⼈航空機の⾶⾏状況及び周囲
の気象状況の変化等を常に監視でき、操縦者に対して助⾔する補助者」を
配置することは困難である。

　従って、改正前審査要領の下では、物流分野で利活用するための実証実
験に関して⽬視外⾶⾏の承認を取得することが規定上困難であった。

（つづく）

[1] 経済産業省のホームページ
（http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/drone.html
（最終閲覧2018年10⽉11⽇））を参照。

[2] 海外においても、⽬視外⾶⾏が規制されている国は少なくないが、ド
ローンの商業利用のため⽬視外⾶⾏の実証実験を実施し、規制の緩和が検
討されている国もある。例えば、⽶国は、連邦航空局(Federal Aviation 
Administration)が実施しているIntegration Pilot Programの下で、選定
されたエリアにおける⽬視外⾶⾏を含む実証実験の実施を認め、その結果
を踏まえて、ドローンの商業利用のための規制内容が検討される予定であ
る。Integration Pilot Programについては、2018年10⽉に成⽴したFAA 
Reauthorization Act of 2018に制度化されている（同法Section 
351）。Integration Pilot Programの内容については、
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/uas_integration_pilot_program/
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）を参照。

[3] 国土交通省のホームページ
（http://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf（最終閲覧2018年
10⽉11⽇））を参照。

[4] 航空法上のドローンは200g以上のものとされているが（航空法2条
22項、航空法施⾏規則5条の2）、商業利用のための機体の重量は200g以
上になるのが当然であり、これを前提に検討する。
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[5] 航空法上、ドローンの⾶⾏に際しては、機体及びその周囲の状況を⽬
視により常時監視して⾶⾏させることを要する。「⽬視」とは、ドローン
を⾶⾏させる者本⼈が自分の⽬で⾒ることを意味し、補助者による⽬視、
モニターを活用して⾒ること、双眼鏡やカメラ等を用いて⾒ることは、い
ずれもこれに該当しないとされている（航空局「無⼈航空機に係る規制の
運用における解釈について（国空航第690号、国空機第930号））。

[6] なお、ドローンの最⼤離陸重量が25kg以上の場合には、堅牢性・耐
久性等に関する要件が加重されている（審査要領4-1-2）。
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2. ⽬視外⾶⾏に関する航空法上の規制

(3) ⽬視外⾶⾏の承認要件緩和

　官⺠協議会においては、2018年度中に無⼈地帯での⽬視外⾶⾏（補助
者なし）を実施すること、⽬視外⾶⾏に係る審査要領の改訂を⾏うことが
⽬標として掲げられており、2017年9⽉より「無⼈航空機の⽬視外及び第
三者上空等での⾶⾏に関する検討会」（以下「検討会」という。）にて⽬
視外⾶⾏の要件緩和の検討が進められた。その検討結果を踏まえて、
2018年3⽉、国土交通省より「無⼈航空機の⽬視外⾶⾏に関する要件」が
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発表され、パブリックコメント手続を経て、2018年9⽉14⽇に審査要領
が⼀部改正され（国空航第951号、国空機第619号）、2018年9⽉18⽇か
ら施⾏されている。

　この改正により、有⼈航空機からの視認性に配慮すること、ドローンの
状況確認に関する⼀定の要件を充⾜すること、地上においてドローンの進
路、⾼度、速度及び周辺の気象情報等を把握できること、操縦者が⼀定水
準以上の訓練を受けていること、安全確保のための必要な体制に関して⼀
定の基準に適合すること等を条件に、補助者なしでの⽬視外⾶⾏が認めら
れることになった（審査要領5-4）。

　⾶⾏経路は、原則として、第三者が存在する可能性が低い場所（⼭、海
水域、河川、湖沼、森林、農用地、ゴルフ場等）に限定されている（審査
要領5-4(3)(c)(ア)）。これは、現在のドローンの技術レベルでは、補助
者の役割を、機上装置や地上装置等で代替しきれないというのがその理由
にある。もっとも、⾶⾏経路を設定する上でやむを得ない場合には、道
路、鉄道を横断する⾶⾏、家屋の密集している地域以外の家屋上空で離着
陸時等の⼀時的な⾶⾏も許容される余地を残している（審査要領5-4(3）
(c)(ア)但書）。これは、無⼈地帯での⽬視外⾶⾏の場合でも、道路・鉄
道等の上空を回避することが困難な場合もあり、この点に配慮したものと
考えられる。⾶⾏⾼度は、有⼈機が⾶⾏しない150m未満かつ制限表面未
満とされている（審査要領5-4(3)(c)(イ)）。

　「無⼈航空機の⽬視外⾶⾏に関する要件」が発表された2018年3⽉以
降、物流分野での無⼈地帯における⽬視外⾶⾏に関する実証実験の計画が
複数発表されており[1]、審査要領の改正を契機に、実証実験の実施が本
格化すると予想される[2][3]。

(4) 国家戦略特別区域法に基づく⽬視外⾶⾏のみなし承認（地域限定型サ
ンドボックス制度）

　審査要領に基づく承認要件の緩和とは別に、国家戦略特別区域におい
て、実証実験を⾏うための⽬視外⾶⾏の承認を容易にするための制度の導
⼊が進められている。いわゆる「地域限定型規制のサンドボックス制度」
であり、これを創設するための国家戦略特別区域法の改正案が現在提出さ
れている[4]。この制度は、ドローンの実証に関して、作成された技術実
証区域計画（サンドボックス実施計画）について、内閣総理⼤臣の認定を
受けると、特区内において⼈⼝集中地区の上空の⾶⾏、夜間⾶⾏、⽬視外
⾶⾏等に関する航空法上のみなし許可・承認を受けることができるもので
ある（同法案25条の5）。また、実証に必要な無線を確保するために、速
やかに電波法上の無線局の免許を受けることもできる（同法案25条の
6）。

　ドローンの⾶⾏に関しては、2016年1⽉29⽇に、千葉市が特区の指定
を受けており、2016年3⽉24⽇以降、千葉市ドローン宅配等分科会の下
で、幕張新都⼼に近接する東京湾臨海部の物流倉庫から、海上や⼀級河川
の上空を⾶⾏し、新都⼼内の集積所まで荷物を運んだ上、住宅地内のマン
ション各戸への宅配を⾏うことを想定したドローンの⾶⾏が検討されてい
る[5]。

　この場合に想定されている⾶⾏を実現するためには、改正後の審査要領
であっても、その基準からすると許可・承認要件を充⾜することが困難な
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場合もあると思われる。このような場合には、技術実証区域計画を作成の
うえ、認定を受ければ、みなし許可・承認を取得することにより、実証実
験が可能になると思われる。

（つづく）

[1] 例えば、国土交通省と環境庁は、2018年8⽉に、⼭間部や離島等にお
ける物流の課題を解決することを⽬的とするドローンによる荷物配送の検
証実験を⾏う地域として、公募の中から、福島県南相⾺市、埼⽟県秩⽗
市、⻑野県⽩⾺村、岡⼭県和気町及び福岡市の5箇所を選定し、いずれに
おいても、政府からの⼀定の補助の下、実証実験が計画されている(2018
年8⽉27⽇「⼭間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて」）
（http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000400.html）
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）。

[2] 検討会の物流分科会は、2018年9⽉18⽇に、⺠間事業者が、審査要
領の改正により許容されることとなった⽬視外補助なし⾶⾏により荷物配
送を⾏う場合に自主的に遵守すべきルールを定めた「無⼈航空機による荷
物配送を⾏う際の自主ガイドライン」を発表している
（http://www.mlit.go.jp/common/001254372.pdf）（最終閲覧2018
年10⽉11⽇）。

[3] なお、農業分野においては、⼈手不⾜・担い手の⾼齢化を背景に、農
薬散布や、農作物のモニタリング等のためのドローン利活用のニーズが⾼
いこと、ドローンを低空で⾶⾏させることが多く、農地への第三者の⽴ち
⼊りも限られ、想定される事故被害も⼩さいことから、⽬視外⾶⾏等に関
するより柔軟な基準の採否に関する検討が、「農業分野における⼩型無⼈
航空機の利活用拡⼤に向けた検討会」において進められている。詳細につ
いて、2018年10⽉3⽇付の規制改革推進会議農林ワーキンググループに
おける農林水産省の説明資料（http://www8.cao.go.jp/kisei-
kaikaku/suishin/meeting/wg/nourin/20181003/181003nourin02.pdf）
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）を参照。

[4] 2018年10⽉3⽇現在、衆議院で閉会中審査の状況である
(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji196.htm)
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）。

[5] 千葉市ドローン宅配等分科会のホームページ
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/chibashi.html)
（最終閲覧2018年10⽉11⽇））を参照。
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ログイン名 : ⻄村あさひ法律事務所 （図
書・ファイル課）

⽀払情報登録内
容の変更はこち
ら
購⼊履歴はこち
ら

商事法務ポータルの記事を検索

◇SH2148◇無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上
空⾶⾏に関する法規制と論点（3）　掘越秀郎
（2018/10/18）

無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶
⾏に関する法規制と論点（3）

⻄村あさひ法律事務所

弁護士　掘　越　秀　郎

3. 第三者上空⾶⾏に関する法律上の論点

(1) ⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶⾏の関係

　ドローンを⽬視外⾶⾏させると、第三者の上空を⾶⾏する可能性が⾼ま
るが、法規制としては、⽬視外⾶⾏と第三者上空（有⼈地帯上空）⾶⾏は
別に考える必要がある。第1回2.(2)及び第2回2.(3)で述べたとおり、審
査要領上、第三者上空⾶⾏は原則として禁⽌されており、現在の技術レベ
ルに鑑み、許容される⽬視外⾶⾏は原則として無⼈地帯上空の⾶⾏に限定
されることを条件としているからである。ドローンの物流分野での利活用
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において、有⼈地帯上空の⽬視外⾶⾏は、無⼈地帯上空の⽬視外⾶⾏の次
の⽬標とされている。ロードマップでは、無⼈地帯上空での⽬視外⾶⾏は
第1回1.のとおりレベル3とされているのに対し、有⼈地帯上空での⽬視
外⾶⾏はレベル4とされ、物流に関しては、都市部における実証実験が
2019年以降、実用化が2020年以降の⽬標として掲げられている。また、
レベル4の実施のため、①環境整備⾯で、都市部の荷物配送を念頭に置い
た運用指針の拡充・⾒直し、運航管理者の資格認定、機体や装置の安全認
証等の実現が、②技術開発⾯で、機体性能・安全性の向上、物流用ドロー
ンポート及び物流用・統合運航管理システム（UTMS）の実現が課題とし
て列挙されている。上記①②の進捗を踏まえて、現在、第三者上空⾶⾏が
禁⽌されている審査要領の改訂が検討されていくことと思われる。

(2) 第三者の権利との調整〜⼟地所有権との関係

　ロードマップによれば、今後、第三者上空⾶⾏に関する論点整理が⾏わ
れることが予定されている。どのような論点が検討されるかは官⺠協議会
の公表資料等により今後明らかになると思われるが、法的に重要なのは、
無⼈地帯上空の⾶⾏の場合とは異なり、第三者上空⾶⾏の場合、航空法上
の許可及び承認基準の問題とは別に、第三者の権利との調整を要する点で
ある。そのため、航空法のみならず、私権に係る⺠法等の法規制も本格的
に関連してきて、より難しい法政策判断が必要になる可能性がある[1]。
ロードマップの補⾜資料においても、ドローンと土地の所有権の関係、プ
ライバシーの保護等が検討課題として挙げられている。

　特に、私⼈の土地所有権との関係が⼤きな問題となる点は明確である。
⺠法上、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
とされており（⺠法207条）、ドローンが他⼈の土地の上空を⾶⾏するこ
とが、当該土地の所有権を侵害するのではないかが問題になる。土地所有
権を制限する法令に航空法は含まれるが、航空法が制限するのは主に空港
周辺の土地利用にとどまり、有⼈航空機が、航空法に定められた可航空域
（家屋密集地域上空では水平距離600mの範囲内の最も⾼い障害物の上端
から300m以上、それ以外は150m以上とされる。航空法81条、航空法施
⾏規則174条）を⾶⾏することによって、当該土地所有者の土地利用権は
制限されず、土地所有者が、当該可航空域に⾼層⼯作物を建築したり、空
間浮遊物体を設置することは妨げられないと解されている[2]。但し、有
⼈航空機によって、土地所有者の利用が実際に妨げられる場合を除き、土
地所有者は、有⼈航空機の運⾏者に対して、所有権の侵害を理由に、損害
賠償や航⾏の差⽌めの請求を⾏うことは許されないという考え⽅が有⼒で
ある[3]。即ち、所有権の範囲ではなく、所有権に基づく救済⽅法を制限
的に解することによって、私⼈の土地所有権と有⼈航空機の航⾏の⾃由が
調整されているといえる。

　これに対して、ドローンについては、現状、「土地所有者の同意なく、
その土地の上空を⾶⾏させることは所有権の侵害に当たる可能性がある」
という考え⽅が⼀般的であり、国土交通省や総務省からその旨を注意喚起
するガイドライン等も出されている[4]。しかし、物流分野で利活用する
ためのドローンの⾶⾏ルートに対応する各土地の所有者から同意を取得す
るのは⼤変であり、特に、市街地ともなれば対象所有者の⼈数も増え、時
間やコストの⾯で現実的ではないように思われる。そこで、ドローンの性
能の向上や技術・安全環境の整備が前提ではあるものの、今後、上記の有
⼈航空機と同様の形で整理できるかを検討する余地もある。この場合、ド
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ローンに関しては、可航空域が有⼈航空機よりも低い150m未満であり、
私⼈の土地利用権、個⼈のプライバシー権・⼈格権、機体が発する騒音と
の調整をより要する場合があること、有⼈航空機とドローンとでは機体の
性能が異なる点等が議論になりうる[5]。

　さらに、土地所有者の利用が実際に妨げられたかという規範のみで⼗分
かという点も問題になりうる。ドローンを恒常的に宅配等の物流分野で利
活用するためには、より法的安定性を⾼める制度・⽅法が必要なようにも
思われる。⺠法206条は「所有者は、法令の制限内において、⾃由にその
所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」という規定であるが、
その⽂⾔にかかわらず、絶対的な所有権の存在から出発するものではな
く、所有権の内容は法律や判例によって形成されるものであり、所有権の
内容は⽴法政策によって決まると解されている[6]。上記のとおり、ロー
ドマップの補⾜資料において、ドローンと土地の所有権の関係が論点整理
の対象として記載されているのは、今後のドローンの性能の向上や技術・
安全環境の整備、利活用によってもたらされる効果やイノベーション、生
活者のドローンに対する意識を踏まえて、今後、土地所有権との調整に関
する新しい法律の枠組みを構築する可能性を⽰唆しているように思われ
る。

（つづく）

[1] 後述する私⼈の所有権との調整のほか、線路、道路、河川、海岸等の
上空を⾶⾏する場合に、関連法に基づく、各管理者の許可の取得・調整の
検討を要する。

[2] 川島武宜ほか編『新版注釈⺠法(7) 物権(2) 占有権・所有権・用益物
権』（有斐閣、2007）315頁参照。

[3] 前掲[2]・『新版注釈⺠法(7)』321頁参照。所有者がかかる請求をす
る場合、権利の濫用（⺠法1条3項）に該当するという考え⽅もある
（森・濱⽥松本法律事務所ロボット法研究会『ドローン・ビジネスと法規
制』（清⽂社、2017）99頁参照）。

[4] 国土交通省ホームページ「無⼈航空機（ドローン、ラジコン等）の⾶
⾏に関するQ&A」
（http://www.mlit.go.jp/common/001218182.pdf）（最終閲覧2018
年10⽉11⽇）中のQ5-7、及び総務省「「ドローン」による撮影映像等の
インターネット上での取扱いに係るガイドライン」（平成27年9⽉）
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf）（最終
閲覧2018年10⽉11⽇）を参照。

[5] 補助者なしの⽬視外⾶⾏を⾏う場合、ドローンの機体にはカメラが設
置されることが通常と思われ、プライバシーとの関係で問題になる。審査
要領上、機体や地上に設置されたカメラ等による⾶⾏経路全体のドローン
の状況、⾶⾏経路の直下⼜はその周辺における第三者の有無等の確認を要
する(審査要領5-4参照）。

[6] 前掲[2]・『新版注釈⺠法(7)』315頁、320頁参照。
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ログイン名 : ⻄村あさひ法律事務所 （図書・
ファイル課）

支払情報登録内容
の変更はこちら
購⼊履歴はこちら

商事法務ポータルの記事を検索

◇SH2151◇無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶
⾏に関する法規制と論点（4・完）　掘越秀郎（2018/10/19）

無⼈航空機（ドローン）の⽬視外⾶⾏と第三者上空⾶⾏
に関する法規制と論点（4・完）

⻄村あさひ法律事務所

弁護士　掘　越　秀　郎

3. 第三者上空⾶⾏に関する法律上の論点

(3) ⾶⾏ルートの確保をめぐる問題

　以上の検討からすると、現行法の下で、物流分野をはじめ、ドローンの商業
利用を推進するためには、土地所有者等関係者の調整に時間とコストを要する
ことなく、ドローン専用の⾶行ルート（ドローンハイウェイ）を確保すること
が有益である[1][2][3]。その⽅法については、発表されている事業者の実証実
験において、幾つかの考え⽅が⽰されているように思われる。

① 東京電⼒、ゼンリン及び楽天が計画しているドローンハイウェイ構想

　 　2017年3⽉29⽇に東京電⼒ホールディングス株式会社と株式会社ゼンリ
ンにより構想の内容が発表され[4]、2018年7⽉12⽇には、取り組みの概
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要と、埼⽟県秩⽗市にて行われた実証実験の内容が発表されている[5]。発
表資料によれば、電⼒施設から安全な位置を保ち、送電線に沿ってドロー
ンを⾃動⾶行させる計画で、東京電⼒グループが保有する送電鉄塔、送電
線、変電所、電柱等のインフラ情報や空域情報が織り込まれた地図情報を
もとに⾶行ルートを作成すると共に、気象観測機器の設置、機械の充電や
点検・整備・修理サービスを提供するドローンポートを設置することが計
画されている。

　 　電⼒会社は、通常、変電所や送電鉄塔を設置する土地について所有権を
保有し、送電線下の土地（線下用地）については、地上権や、発電所を要
役地とする送電線地益権が設定される[6]。また、送電線地益権は、対象と
なる送電線の電圧に応じて、建造物の築造の制限等、承役地の地権者の土
地利用が制限される[7]。この計画は、電⼒会社が予め把握している広い空
域に対する⼀定の権利や空域情報を基礎とする点に独⾃性と特⾊がある
[8]。

② ⻑野県伊那市が計画している河川上空の幹線航路

　 　⻑野県伊那市は、KDDI株式会社と株式会社ゼンリンとの間で発表した
実証実験において、伊那市の市街地と⼭間地域との間に流れる、天⻯川と
三峰川の河川上空にドローンの幹線航路（約20km）を開設することを検
討すると発表している[9]。

　 　ドローンが河川上空を⾶行することは、河川法上の占用許可（河川法24
条）の対象ではないと解され[10]、河川法上直ちに禁⽌されている訳では
ないものの、実際には、河川管理者が河川管理行為（同法9条及び10条参
照）の⼀環として、規則を作り、禁⽌・制限することが多いと思われる
[11]。もっとも、河川は、線路・道路・海上に⽐べても第三者の往来は少
なく、前述のとおり、審査要領上も「第三者が存在する可能性が低い場
所」として位置づけられており、調整すべき関係者が⽐較的少ないように
考えられることから、河川管理者の理解を得て、河川上空をドローンハイ
ウェイとして有効利用する余地は相応にあるように思われる。

③ 地⽅公共団体等による用地の取得・確保の可能性

　 　ドローンの物流分野における利活用は、過疎化対策・地⽅創生の観点か
ら、地⽅公共団体が関⼼を持っており、現在、計画・実施されている実証
実験において、地⽅公共団体が当事者となったり、事業支援という形で参
加している例が散⾒される[12]。この場合の地⽅公共団体の役割・関与の
度合いは必ずしも明確ではないものの、所管の許認可を円滑に行うほか、
ドローンハイウェイとなる用地を確保し、事業者や利用者のために、土地
利用権を設定することも考えられる[13]。

　 　また、地⽅公共団体や事業者がドローンハイウェイの用地を取得する場
合には、実際には使用されていない遊休地を対象とすることにより、所有
者との調整にかかる時間とコストを抑えていくことが考えられる。

　 　⼈⼝減少や⾼齢化が進む我が国において、土地利用ニーズの低下や地
縁・血縁関係の希薄化等により、遊休地は増加している。しかし、それは
同時に、いわゆる所有者不明土地の発生という形をとり、公共事業や⺠間
事業のため、土地を取得・利用しようとしても、所有者の探索が困難なた
め、事業が進まないことが社会問題化している。かかる問題を解決するた
めに、2018年6⽉6⽇に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別
措置法（以下「所有者不明土地法｣という。）が成⽴し、①所有者不明土地

2/4ページ記事詳細

2018/10/19https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=7317753



を円滑に利用する制度、②所有者の探索を合理化する制度、及び③所有者
不明土地を適切に管理する制度が新設されている[14]。特に、①に関して
は、反対する権利者がおらず、建築物（簡易な構造で⼩規模なものを除
く。）がなく、現に利用されていない所有者不明土地（特定所有者不明土
地）について、所定の手続を踏んで、都道県知事の裁定を受けると、地域
福利増進事業を行う事業者が、10年間を限度とする土地使用権等を取得で
きる点が注⽬される（所有者不明土地法13条）[15]。

　 　地域福利増進事業は、所有者不明土地法2条3項に列挙された事業のう
ち、地域住⺠その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われ
るものを意味する。同法2条3項列挙事由に、ドローンハイウェイが該当す
る直接の規定はなく、⽂⾔解釈からすると、地域福利増進事業に含まれる
かは微妙なところがあるが、ドローンの物流分野における利活用は地域住
⺠の福祉又は利便の増進を図るためのものであることから、例えば、道路
法による道路等⼀般交通の用に供する施設の整備（所有者不明土地法2条3
項1号）に該当又は準ずるものとして、土地使用権等が設定できるとド
ローンハイウェイの実現において有益だと思われる。

以　上

[1] 市街地よりも、過疎地・無⼈地帯において確保する⽅が容易といいうる。

[2] ロードマップの補⾜資料においても、いわゆるドローンハイウェイ構想等
の論点整理を今後の課題として挙げている。ドローンハイウェイについて論じ
たものとして、寺⽥⿇佑「ドローンハイウェイに関する法的考察」情報ネット
ワーク・ローレビュー第16巻（2018年3⽉）がある。

[3] なお、前掲・第2回2.(4)で述べたドローンのための「地域限定型規制のサ
ンドボックス制度」の対象は、航空法上の許可承認と電波法上の無線局の開設
に関するものにとどまり、特区において、認定された技術実証区域計画に基づ
き実証実験を行う場合においても、土地所有者からの同意や、道路・鉄道・河
川等の管理者からの許可取得等の要否が問題になる。

[4] http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/1399151_8706.html
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）

[5] http://www.tepco.co.jp/press/news/2018/1500674_8965.html（最
終閲覧2018年10⽉11⽇）

[6] 古屋奈穂美「送電線地益権の基礎知識」登記情報636号（2014）8⾴。上
空における送電線の架設を電⼒会社に対して認める契約を締結するにとどまる
こともある。この場合には、物権は設定されず、電⼒会社は土地の利用に関す
る債権を持つに留まる。

[7] 前掲[6]・古屋「送電線地益権の基礎知識」登記情報636号（2014）9⾴

[8] このドローンハイウェイ構想は、前掲第2回[1]で述べた国土交通省と環境
省指定の実証実験の対象にもなっており、提出されている提案資料によれば、
ドローンハイウェイのインフラ提供者は東電･ゼンリンとされ、事業者（楽天）
に対してインフラ利用を認め、その対価として、事業者がインフラ提供者に対
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して使用料を支払うことが予定されている。
http://www.mlit.go.jp/common/001250468.pdf（最終閲覧2018年10⽉11
⽇）

[9] http://www.inacity.jp/shisei/inashiseisakusesaku/shinsangyougijutu/20180831084207979.htm
（最終閲覧2018年10⽉11⽇）

[10] 前掲第3回[3]・森・濱⽥松本法律事務所ロボット法研究会『ドローン・
ビジネスと法規制』（清⽂社、2017）102⾴参照。

[11] 利用⽬的に公共性が⾼い場合には、⼀定の要件の充⾜を条件に、⾶行が許
可されるといった利用ルールを河川管理者が規定している例も存在する。

[12] 上記3.(3)①及び②の例でも、前者は埼⽟県秩⽗市が、後者は⻑野県伊那
市が参加している。

[13] ⺠法上、地上権は工作物等の所有を⽬的とし（⺠法265条）、地益権は
（他⼈の土地を）⾃己の土地の便益に供することを⽬的としているため（⺠法
280条）、通常は、賃貸借契約を締結する形になると思われる。

[14] 所有者不明土地法の解説として、⽥邉直輝「所有者不明土地の利用の円滑
化等に関する特別措置法の概要」NBL1128号（2018）65⾴がある。

[15] 土地使用権等が発生する代わりに、補償金の供託義務（所有者不明土地法
17条）や原状回復の義務（同法24条）の制度があり、所有者の権利保護も図ら
れている。
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