
このたびはACSL-PF1をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

安全、安心にご利用頂くため、取扱説明書を熟読のうえ、十分理解したうえで

使用頂きますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、使用する前に購入頂きました代理店までお問い

合わせください。

ACSL-PF1 取扱説明書

Autonomous Control Systems Laboratory Ltd

ミニサーベイヤー産業用プラットフォーム
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本製品を使用頂く前に

本製品を使用いただく前に、必ず、下記の安全上の注意を熟読・ご理
解頂きますようお願い申し上げます。

• 本製品の運用を行うパイロットは予め充分飛行訓練を行ったうえでご使用くだ
さい。

• 本製品は原則としてパイロット及び基地局管理者の２人体制で行ってください。

• 本製品は各種電波取得条件の良い場所で飛行を行ってください。

• GPSについてはその性質上、安定的に電波をとらえきれなくなることがありま
すので、そのような状況下でも安心して飛行を継続することができる程度に飛
行に習熟している必要があります。

• 本製品の使用に際しましては予め対人対物に係る賠償責任保険へご加入くださ
い。動産保険につきましても加入を強く推奨いたします。

• 許可なく本製品の改造、またはペイロードの変更を行わないでください。

• 機体の墜落の可能性がある範囲、またはパイロットより前の空間に人を近づけ
ないでください。特に、パイロットと機体の間に絶対に人が入らないようにし
てください。

• パイロット、基地局管理者を含む本製品運用に従事する人員（運用者）の周囲
には適切な空隙を設け、運用者以外が不用意にパイロットに接近、操作妨害等
を行えないように配慮してください。また機体離着陸時の安全距離を運用者と
それ以外の人員につき飛行環境・条件等も考慮のうえそれぞれ充分な空隙を設
けた上で飛行を行ってください。

• プロポの設定を変更しないでください。

• 機体とバッテリーを接続したまま3時間以上放置しないでください。

• パイロットは操縦能力の維持向上に努めてください。パイロットログを作成し、
保管してください。
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本製品を使用頂く前に（続き）
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• 安全にお使いいただくために日本ドローンコンソーシアムの規定する安全ガイ
ドラインに従って飛行を行うことを推奨いたします。

• 本製品の対地高度と等しい半径の円錐内に、パイロットを含む人間、第三者の
財産が入らないようにしてください。

• やむを得ず、円錐内に人が入る場合はヘルメットの着用を義務付け、その他自
身の安全を確保するために適切な装具を着用してください。また、緊急退避可
能なエリアを確保してください。

• 離着陸場所及び運用を行う者すべての退避エリア等を充分確保してください。

• 道路際での運用にあたっては、車両の通行も考慮し、必要に応じて交通整理員
等を配置してください。

• パイロットの周囲には適切な空隙を設け、パイロット以外の人が不用意にパイ
ロットに接近、操作妨害等を行えないように配慮してください。またドローン
離着陸時の安全距離をパイロットとそれ以外の人員につき飛行環境・条件等も
考慮のうえそれぞれ充分な空隙を設けた上で飛行を行ってください。

• 本製品の飛行エリアに第三者が侵入する可能性がある場合、適切な人数の安全
監視員を配置してください。万が一、第三者が侵入した場合は、直ちに飛行を
中止し安全確保に努めてください。

• 高速道路の上空、鉄道の上空では飛行させないでください。一般道においても
車、人の往来がある場合はその上空を通過させないでください。

• 運用の際は必ず本製品を不時着させられるエリアを確保してください。

• 飲酒、睡眠不足の状態で運用を行わないでください。



• パイロットはいかなる理由においても、機体を飛行させることに不安もしくは
異常を感じた時は飛行させないでください。

• 運用者は製品が盗難にあわないように最善の管理努力を行ってください。

• 運用者は万一購入した機体が盗難にあった場合は速やかに警察及び販売元に届
出てください。

• 本機体を第三者に譲渡、貸与する場合、事前に販売元で許可を得るとともに、
特別な場合を除き譲渡先を登録してください。

• 本機体を廃棄する際は原則として販売元へ機体を送付してください。やむを得
ず廃棄する場合は廃棄した証明を提出してください。

• LiPoバッテリーの取り扱いについては取扱説明書にしたがって正しく使用及び
保管し廃棄においても十分注意して行ってください。

• 運用者は定期点検及び飛行前点検を必ず実施し、定期点検部品については定期
的に交換を行ってください。

• 定期点検管理表を作成し、保管してください。

• 本製品運用時は火災に備え消火砂の準備等、必要な対策を行ってください。

• 国土交通省航空局が定めるドローンに係る規制、消防上の規制、都道府県、ま
た市町村単位での条例その他私有地のおける許可権者の定めるルール等ドロー
ンの飛行に関連するすべての規制に抵触しない飛行を行ってください。
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本製品を使用頂く前に（続き）

警告

• 当製品を使用の際は、機体から3メートル以上離れて操作してください。

• 当製品を使用する際は、ヘルメットを着用し、長袖・長ズボンを着用してくだ
さい。

• 飛行中の機体の真下に入らないでください。

• 着陸後プロポの電源を切ってから機体に近づいてください。

• バッテリー電圧にご注意ください。3.5Vを下回ると墜落する恐れがあります。

• 車や建物から30m以上距離を離して飛行してください。

• 飛行高度は対地150m以下としてください。

• 150m以上の高度、航空路周辺、飛行場周辺では関係省庁の許可を得ず飛行を行
わないでください。

• 運用時に生じた異常、故障、事故については速やかに販売元に届け出てくださ
い。

注意
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バッテリーの取扱い注意

LiPoバッテリーは火災や重大な事故を引き起こす恐れがあります。当
説明書を良くお読み頂き、正しい知識を得た上で慎重にお取扱い頂け
ますようお願いいたします。

取扱上の重要事項

• LiPoバッテリーは比較的新しい規格のバッテリーです。正しい知識を得た上で
ご使用頂く必要があります。必ずこの注意事項をお守り頂き、正しく安全にご
使用ください。

• 充電に際し、過充電の火災に備えて消火用砂を備えてください。LiPoバッテ
リーの火災において消火器は有効に機能しません。

• 充電は必ず付属の専用充電器をご使用ください。

• 機体で使用する状態でのみ放電してください。それ以外の放電はしないでくだ
さい。

• 当製品は模型用充電式Lipoポリマー電池であり、他の用途には使用できません。

• 変形や臭い、変色等の異常がある場合は使用しないでください。

• 電池を絶対に分解・改造しないでください。

• 過放電してしまった場合はご使用頂くことができません。放電し過ぎないよう
ご注意ください。また、軽い過放電を繰り返した場合もバッテリーが次第に傷
んでいき、充電・放電時間が極端に短くなり、使用できなくなります。

• LiPoバッテリーは消耗品です。交換・返品は致しかねます。

2.充電時の注意

• 充電中は目を離さず、異常事態が起きた場合は速やかにケーブルを外して充電
を中止してください。

• 万一充電中にバッテリーが膨れ始めたらバッテリーが異常に加熱している恐れ
があります。絶対にバッテリーに触れず、ケーブルを外して充電を中止してく
ださい。充電し続けると破裂する恐れがあります。ケーブルを外して充電器に
バッテリーを差し込んだまま安全な場所で様子を見てください。
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バッテリーの取扱い注意（続き）

フライト中の注意

• 墜落・衝突などした際、バッテリーが強い衝撃を受けると膨張したり、発火し
たりする恐れがあります。可燃物を避けた場所でしばらく放置して、安全であ
ることを確認してください。

電池を保管・保存する場合の注意

• LiPoバッテリーの保管可能温度は-10～45℃です。性能の劣化を防ぐには25℃
前後が最適です。

• 自動車内や室内の窓際など、直射日光の当たる場所に放置するとバッテリーが
高温となり、自然発火する恐れがあります。そのような場所での保管はお止め
ください。

• 2週間以上ご使用頂かずに保管する場合は満充電後5分程度フライトさせ、バッ
テリー容量が50～70%程度になってから保管するようにしてください。

処分方法

• バケツに濃度３％の塩水を用意し、Lipoバッテリーを水没させます。この際
バッテリーおよびコネクターを完全に水没させてください。泡が出始めたら一
晩程度寝かせ、完全に気泡が出なくなったら放電完了です。（気泡は塩素です
ので屋外で作業してください。）

• 放電が終了したバッテリーは販売元へお送りください。
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製品概要

製品寸法

重量 4.0 kg

モーター数 6

プロペラサイズ 15インチ

プロポ使用周波数帯 2.4 GHｚ

データリンクユニット周波数 920 MHz

最高到達高度 150m

最大離陸重量 9 kg

最高速度 水平（自律飛行時） 20 m/s

最高速度 上昇（自律飛行時） 3 m/s

最高速度 下降（自律飛行時） 3 m/s

飛行可能時間（3.6V電圧アラーム時) 27min (ペイロード0kg) 

製品仕様

製品仕様は予告なく変更になりますのでご了承ください。
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製品概要（続き）

飛行の種類

安全機能

11

モード 詳細 使用できる
機能

プロポモード 姿勢，位置，高度制御が有効です。 自動着陸，
ゴーホーム

タブレットモード
（計画）

自律飛行です。ルートプランで飛
行計画を作成し、フライトモニ
ターに転送することで自律飛行を
行います。

自動離着陸，
ゴーホーム

タブレットモード
（タップ）

自律飛行です。フライトモニター
で目標位置（ウェイポイント）を
指定し、転送することで自律飛行
を行います。

自動離着陸，
ゴーホーム，
ウェイポイン
ト飛行

緊急モード 姿勢制御のみ有効です -

事象 事象発生時の反応 備考

プロポ途絶 ゴーホーム，自動着陸 ※緊急モードでは GPSが
goodで飛行を開始したとき
のみ

プロポ初期位置異常 アイドリング不可

IMU無応答（故障） アイドリング不可

GPS bad プロポモード不可、タブ
レットモード不可

傾き異常 飛行不可

バッテリー残量低下 LED通知

GPS健全度低下 LED通知

ノーコン 手動モーター強制停止可 スロットル最下＋ラダー右

ウォッチドック モーター停止 APフリーズ時



製品概要（続き）

LED点滅パターン表
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プロポ（送信機）

スイッチ
位置

フライトモ
ニターの
「Control」
表示

LED表示

奥 緊急 ●○●○ 黄点滅

中央 プロポ ●○●○ 緑点滅

手前 タブレット ●○●○ 青点滅

スイッチ
位置

フライトモ
ニターの
「Control」
表示

手前 ゴーホーム

スイッチ
位置

フライトモ
ニターの
「Control」
表示

手前 自動着陸

サーボジンバル（P.51）

電源スイッチ

※プロポスティック操作

についてはP.28参照



製品概要（続き）

 風速3m/s以下推奨

 気温10℃～30℃推奨

（バッテリ仕様と抵触する場合はより厳しい値を採用してください。）

 雨が降っていない

機体運用時の推奨環境
（プロポモード、タブレットモード共通）

機体運用時の推奨気象条件
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各部名称

 

 

アンテナ 
つまみ 

スイッチ 

スライドレバー 

スティック 

デジタルトリム 

 

タッチセンサー 

ユーザーメニュー 

LCD 画面 フック 
電源スイッチ 

デジタルトリム 

ホームボタン 

スティック 

スイッチ 

スライドレバー 

モニターLED 

正面 背面

側面

プロポ 14SG (送信機)

GPSアンテナ

データリンク
アンテナ

ステータスLED

上面

モーター
プロペラ

カバー
バッテリー

機体

図は双葉電子工業(株)製14SG取扱説明書から抜粋
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通信の仕組みと注意点

本製品は、様々な周波帯の通信方法を活用して、フライトを実現して
います。本製品を使用頂く環境によっては通信障害や断絶が生じるこ
とがありますので、下記説明を十分に理解したうえで、使用頂きます
ようお願いいたします。

通信の仕組み

GPS

プロポ 14SG
(送信機)

2.4GHz

基地局PC

920MHz

本製品は飛行するにあたって、
以下4つの通信を行っています。

① GPSと機体の通信

② 基地局PCと機体の通信

③ プロポ 14SGと機体の通信

④ （オプションとしてその他
映像伝送など）

通信不良は事故の原因となりま
すので、フライト前には必ず、
「フライト前の通信確認」を実
施してください。

フライト中に通信状況が悪化し
た場合は直ちに飛行を中止し、
原因が解決するまで飛行を再開
しないようにしてください。

1

2 3

本製品で推奨する操作モードは、プロポを使用した「プロポモード」
ならびに基地局PCを使用した「タブレットモード」です。

どちらの操作モードにおいても、GPS信号を使用しており、GPS信号が
弱くなったり断絶している場合は、事故の原因となります。次にGPS
信号の特徴について説明していますので、良く理解頂いたうえで本製
品を使用するようにしてください。

また、GPS信号が弱くなったり断絶している場合は、至急、GPS信号を
必要としない「緊急モード」に切り替えるようにしてください。
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通信の仕組みと注意点（続き）

電波障害・電波途絶

建物や森林など、空と本製品の遮断するような障害物の周辺は、GPSの精度が極端
に劣化することがあります。この場合、十分に注意したうえで、GPS信号が弱い場
合は飛行させないでください。

<注意>高い木や建物近くでの飛行はGPS電波障害が起こりやすくなります。

<注意>他の電波を発するものの近くや障害物の周辺はGPSの精度が極端に悪化する
場合があるため、飛行させないでください。

森林による遮断 建物による遮断

GPS衛星GPS衛星

反射・干渉・マルチパス

電波は構造物や地面に反射、また他の電波と干渉を起こす性質があります。電波
が反射、干渉を起こすと本製品は正確な処理を行うことができず、機体が暴走す
る場合があります。予め、フライトを実施する場所の特徴や電波の受信状況には
十分注意して飛行を行ってください。

また、建物や地形などの障害によって電波が反射・回折し、複数の経路からの電
波を受信して起こる「マルチパス」という現象が発生する場合があります。マル
チパスが生じると、本製品はあるべき位置から数ｍ～数十ｍずれた位置へと移動
することになり、事故の原因となります。フライト中は機体の挙動、電波の受信
状況には充分注意して飛行を行ってください。

マルチパスの前兆としてGPS受信状況の悪化や機体の飛行姿勢の異常が観測される
ことがありますので、異変を感じた場合はすぐに緊急モードへ切り替え着陸して
ください。

経路② 地面に反射

経路② 建物に反射

暴走の可能性

GPS衛星
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フライトの事前準備
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フライトの事前準備

このセクションでは、フライトを実施する前に必要な事前準備を説明
します。事前準備には時間がかかりますので、フライトの前日など、
十分な時間的余裕をもって実施ください。

ステップ1

事前準備に必要なものが揃っていることを確認してください

・機体本体

・バッテリー

・プロポ 14SG (送信機)

・基地局PC（ソフトウェアインストール済）

・データリンクユニット

・充電器

・バッテリーチェッカー

・メンテナンス工具

ステップ2

バッテリーの充電が十分であることを確認してください

① バッテリーチェッカーをバッテリーに接続させ、電圧値を計測してください。

② 電圧値が 4.0V を下回っている場合、充電を実施してください。

③ 充電については、充電器付随の「取扱説明書」に従って充電してください。

<注意>バッテリー充電中は、緊急時に備え、側を離れず充電してください。

<注意>充電が完了したバッテリーはコネクターから外し、直ぐに耐火バッグに入
れて保管してください。

<注意>バッテリーを持ち運ぶ際は、耐火バッグに入れた状態であってもポケット
など密閉空間に入れないようにしてください。コネクターがクリップなど、金属
類に触れると大変危険です。

その他バッテリーの取扱については、P.8の「バッテリーの取り扱い上の注意」を
熟読し、理解したうえで運用頂きますようお願いいたします。
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フライトの事前準備(続き)

ステップ3

基地局PCの準備を行ってください

① 基地局PCにPF-Stationがインストールされていることを確認してください。

インストールされていない場合、PF-Station取扱説明書「インストール
手順」に沿って、インストールを実施してください。

② データリンクユニットのポート設定を行ってください。

データリンクユニットのポート設定には、PF-Station取扱説明書「設定
画面」における「機能設定」に沿って、実施してください。

③ タブレットモード（計画）にてフライトを実施する場合は、ルートプランで飛
行計画を作成してください。ルートプランで飛行計画を作成するには、PF-
Station取扱説明書「ベースポイントの操作方法」における「飛行計画ファイ
ルの操作方法」に沿って、実施してください。

④ 機体本体がGPS信号を捕捉できる環境において（外やひらけている場所）にて
インターネットに接続し、フライト予定のエリアの地図を表示させてください。
キャッシュとして、基地局PC内に保存されます。地図が表示されるようになる
ために、1～2分かかる場合があります。
なお、運用中にインターネットに接続できる環境の場合、またはオフライン地
図を使用する場合は、事前に表示させておくことは不要です。

⑤ 上記の準備完了後、フライトに備えて基地局PCを充電してください。
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フライトの事前準備(続き)

ステップ4

プロポの充電が十分であることを確認してください。

① プロポの電源を入れ、中央画面右上の表示されるバッテリー残量を確認してく
ださい。

② バッテリー残量が少ない場合は、使用するバッテリー仕様に沿って、充電を実
施してください。

<注意>プロポの設定は、納品時の設定から変更しないでください。事故を起こす
危険性があります。

バッテリー充電目安
6.0V
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フライトの事前準備(続き)

ステップ5

ACSL-PF1機体本体の安全性確認を実施してください

① プロペラの取り付け位置、および取り付け向きが下図と同じであることを確認
してください。

② フライトに使用するプロペラやアームに、傷やひび割れが生じていないことを、
入念に確認ください。

<注意>ドローンはフライト中、風などにより大きな振動にさらされます。キズや
ひび割れが生じているまま飛行し続けると、大事故に繋がる危険性があります。
キズやひび割れの疑いがある場合は、直ちに交換するようにしてください。

③ 六角ドライバーでプロペラ取り付けネジのゆるみ確認を行ってください。強く
締めすぎると、結合部のひび割れの原因となりますので、気を付けるようにし
てください。

奇数番号の位置: 反時計回り

偶数番号の位置: 時計回り

(羽の先端が丸くなっている側が、
回転方向になります)

①

②

③④

⑤

⑥

傷 折れ

21
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フライトの事前準備(続き)

ステップ6

ACSL-PF1機体本体の安全性確認を実施してください（続き）

④ プロペラ取り付けネジのゆるみ確認と同様に、下図の1～7箇所について、六角
ドライバーでゆるみ確認を行ってください。強く締めすぎると、結合部のひび
割れの原因となりますので、気を付けるようにしてください。

1.モーターマウント
（6モーターすべて）

2.モーター下から
（6モーターすべて）

3.機体下から

4.機体横から（反対側も） 5.機体上から

6.アームの接合部 7.データリンクアンテナ、GPSアンテナ接合部

22

アンテナ自体のゆるみもチェックを行う
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フライトを行う

フライト時の運用体制
フライト前の通信確認
操作する（プロポモード）
操作する（タブレットモード）
操作する（緊急モード）
操作できなくなった場合
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フライト時の運用体制

このセクションでは、フライト時の運用体制について説明します。フ
ライトは原則としてパイロット（操縦者）と基地局管理者の2人体制
で実施してください

パイロット（操縦者）とは・・・

• パイロット（操縦者）とはプロポを使って機体を操縦、または自律飛行時の
バックアップを行う人を指します。

• パイロットは必ず事前にフライトトレーニングを受け、操縦技術を有している
方が担当してください。

• 完全自律飛行のタブレットモード（計画、またはタップ）においても、パイ
ロットは安全性確保のため必要となります。

基地局管理者とは・・・

• 基地局管理者とは機体の管制ソフトウェアであるPF-Stationを使用し、機体が
飛行している間の機体情報、各種電波情報、バッテリー情報、および飛行に影
響を与えるあらゆる情報を適時パイロットに共有し、飛行の安全に努める人を
指します。

• 基地局管理者はパイロットに対し、肉声の届く距離で情報を伝えるほか、運用
上の手順に従って最新の注意を払ってください。

<注意>パイロットが機体に近づいているときにPF-Stationを操作する等の行為は
大変危険ですので決して行わないでください。

運用体制の安全性確保

• 見学者がいる場合や、構造物などが存在する場所でフライトを実施する場合は、
パイロット・基地局管理者の2名に加えて、安全監視員を配置し、安全性を十
分に確保したうえで実施してください。

• 見学者が多い場合は、パイロット以外の人がパイロットより機体本体に近づく
ことが無いよう適時ロープなどで接近可能範囲を仕切るようにしてください。

• 安全管理の観点からパイロット・基地局管理者および見学者などは、ヘルメッ
ト装着、長袖・長ズボン着用、およびその他安全対策を実施するようにしてく
ださい。

• その他のフライト環境に応じて、適宜必要人員、安全対策を講じてフライト運
用を行ってください。

<注意>飛行を行う際は必ずPF-Stationを機体と通信させて飛行状態の確認を行っ
てください。PF-Stationが機体と通信を行うと、自動でフライトログを記録しま
す。万一の事故の際、フライトログを記録していなかった場合は事故原因を特定
することができず、ACSLとして責任を負いかねますのでご了承ください。
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フライト前の通信確認

①バッテリーを機体本体に接続した1～2分後に、フライトモニター上で機体から

受信した「Battery」「GPS」「Link」および地図データが表示されていること

を確認してください。

<注意>屋内で使用する場合、GPS信号が入らないためフライトモニター上でGPSは
更新されません。

<注意>数分経過した後でも「Battery」「GPS」「Link」および地図データが更新
されない場合は、本冊子後半のトラブルシューティングを参照してください。

②プロポのスイッチが全て初期位置（下図）であることを確認し、中央の電源ス

イッチを上にあげ、電源を入れてください。電源が入りプロポ 14SG (コント

ローラー)と機体が接続すると、音がなり手順①からなっていた音が停止します。

こちらの値が更
新されることを
確認ください

全てのスイッチが奥側（紙面に
対して下側）に倒されている

左スティックは中央に位置し、
右スティックは中央下に倒され
ている

中央の電源スイッチを上にあげ
て、電源を入れる

25



③プロポ (コントローラー)の電源を入れた後、フライトモニター上のRC表示の値

が100%になっていることを確認してください。

<注意>万一RC表示の値が100%以外の場合（0～100%の間)、本冊子後半のトラブル
シューティングを参照してください。

④次に、プロポ左上の操作モードのスイッチを一つ一つ変更させ、フライトモニ

ター上のControlに「緊急時」「プロポ」「タブレット」と表示されることを確

認してください。また、各操作モードに切り替えた際に、機体本体のLEDランプ

が下表の通りに点滅していることも確認してください。

こちらの値が
100%であること
を確認ください

フライト前の通信確認（続き）

スイッチ
位置

フライトモ
ニターの
「Control」
表示

LED表示

奥 緊急 ●○●○ 黄点滅

中央 プロポ ●○●○ 緑点滅

手前 タブレット ●○●○ 青点滅

上記の通信確認手順①～⑧が完了した場合のみ、各操作モードでの飛
行を実施してください。
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操作する（プロポモード）

このセクションでは、プロポ (コントローラー) を使用したフライト
の操作方法について解説します。なお、プロポモードではGPS信号を
使用してフライトを行っているため、フライトモニター上でGPS表示
が「BAD」になったり、機体がドリフトするなど変な挙動をしている
場合は、直ちに「緊急モード」に切り替えてください。

① 前項の「フライト前の通信確認」の手順を全て完了させてください。

② プロポのスイッチが全て初期位置（下図）であることを確認してください。こ
の場合、フライトモニターのControl表示には「緊急時」と表示されています。

③ 左スティックを左に2秒間倒して、モーターを始動させてください。成功した
場合、プロペラが回転し始めます。

<注意>モーターが始動すると大変危険ですので、十分な距離をとったうえで操作
を実施してください。

<注意>手順②の通りになっていない場合、モーターはフェールセーフが働き始動
しません。プロポの電源を切り、やり直してください。

<注意>モーターが回転しない場合は、トラブルシューティングを確認してくださ
い。

全てのスイッチが奥側（紙面に
対して下側）に倒されている

左スティックは中央に位置し、
右スティックは中央下に倒され
ている

中央の電源スイッチが上にあ
がっていて、電源が入っている

左スティックを左に2秒間、倒す
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操作する（プロポモード続き）

④ モーターが始動した後、プロポ の操作モードのスイッチを中央にし、
フライトモニターのControl表示で「プロポ」となっていること、また機体本
体のLEDが下図のように点滅していることを確認してください。

⑤ 次に、離陸・フライト操作・着陸を下記のプロポ操作方法にて実施してくださ
い。

プロポの
スイッチ
位置

フライトモニ
ターの
「Control」表
示

機体本体の
LED表示

中央 プロポ ●○●○ 緑点滅

右スティック
上下

上昇・下降

右スティック
左右

左右移動

左スティック
上下

前進・後退

左スティック
左右

回転移動

<注意>離陸・着陸をする際はゆっくりと右スティックを操作してください。急な
操作は事故の原因となります。

<注意>右スティック・左スティックの両方を中央にするとホバリングします。下
方向への気流を考慮して、2m以上の高さで操作するようにしてください。

<注意>プロポモードではGPS信号を使用してフライトを行っているため、フライト
モニター上でGPS表示が「BAD」になったり、機体がドリフトするなど飛行に異常
を感じた場合は直ちに「緊急モード」に切り替えてください。

プロポ (コントローラー）での基本操作
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操作する（プロポモード続き）

⑥ フライトが終了し機体が着陸した後は、右スティックを中央下に倒し、左ス
ティックを右に倒してモーターを停止させてください。モーターが徐々に減速
し、完全停止します。停止を確認した後、プロポ 14SG (コントローラー)の電
源を切ってください。

機体本体のLEDランプが次のように点滅し始めた場合は、バッテリーが少なくなっ
ているので、速やかにフライトを終了してください。

左スティックを右に倒す

右スティックを中央下に倒す

中央の電源スイッチを下に下げ
て、電源を切る

LEDの点滅パターンとその意味

LED点滅
パターン

バッテリー残量 取るべく行動

★○★○

点滅と消灯を繰
り返す

3.7Vを切った状態 基地局管理者はパイロットに速
やかに残量を伝える
パイロットはバッテリー残量に随
時注意する

★★★★

常時点滅

3.6Vを切った状態 基地局管理者はパイロットに速
やかに残量を伝える
パイロットは速やかにフライトを
終了させ、機体を着陸させる

<注意>安全のため、バッテリー残量が3.6Vより少なくなるととプロポが振動しま
す。
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※LEDの点滅
●○ = 0.5秒点灯、0.5秒消灯
★○ = 0.5秒点滅、0.5秒消灯
★★ = 0.5秒点滅、0.5秒点滅



操作する（プロポモード続き）

プロポモードでは、次の機能を使用頂くことができます。

タブレットモー
ドへの切り替え

操作モードのスイッチを手前にセットし
てください。飛行計画が転送済であれば、
自律飛行を開始することができます。

緊急モードへの

切り替え

操作モードのスイッチを奥にセットして
ください。GPS信号を使わない操作モー
ドになります。

<注意>機体の維持、上昇・下降を全て操
作する必要がありますので、切り替え時
には十分に注意ください。

ゴーホーム機能 ゴーホームスイッチを手前にセットして
ください。
機体が離陸した位置の高さ5m上空まで、
自律飛行で戻ります。

<注意>現在位置から機体が離陸した位置
の間に、障害物が全くないことを確認し
たうえで使用ください。

自動着陸機能 自動着陸スイッチを手前にセットしてく
ださい。
機体が飛行している現在位置へ自動で着
陸します。

<注意>着陸場所が十分にひらけていて、
人や物がないことを確認ください。

プロポモード時に使用できる機能・操作モードの切り替え
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操作する（タブレットモード）

このセクションでは、基地局PC (タブレット) を使用したフライトの
操作方法について解説します。なお、タブレットモードではGPS信号
を使用してフライトを行っているため、フライトモニター上でGPS表
示が「BAD」になったり、機体がドリフトなど変な挙動をしている場
合は、直ちに プロポ にて「緊急モード」に切り替えてください。

① 基地局PCのルートプランにて、事前に飛行計画を作成してください。飛行計画
の作成方法については、PF-Station取扱説明書を参照ください。

② 前述の「フライト前の通信確認」の手順を全て完了させてください。

③ 基地局PCのルートプランより、飛行計画を機体本体に転送してください。フラ
イトモニター上のAutoNav画面が、「計画飛行」に変わっていることを確認し
てください。

④ プロポ のスイッチが全て初期位置（下図）であることを確認してください。
この場合、フライトモニターのControl表示には「緊急時」と表示されていま
す。

全てのスイッチが奥側（紙面に
対して下側）に倒されている

左スティックは中央に位置し、
右スティックは中央下に倒され
ている

中央の電源スイッチが上にあ
がっていて、電源が入っている
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<注意>対地高度は離陸地点を基準とした高度を指します。地形の起伏がある場合
（山、谷）の場合は絶対高度とは異なりますのでご注意ください。

ここが「計画飛
行」と表示され
ていることを確
認



操作する（タブレットモード続き）

⑤ 次に、プロポの操作モードのスイッチを手前にし、フライトモニターの
Control表示で「タブレット」となっていること、また機体本体のLEDが下図の
ように点滅していることを確認してください。

⑥ 右スティックを中央下の状態から、中央まで上げてください。この状態により、
タブレットから自動離陸が開始可能となります。

⑦ 基地局管理者が、フライトモニターの「自動離陸」ボタンを2秒間、長押しし
てください。これにより、モーターが始動、計画されたフライトルートを自律
で飛行します。

プロポの
スイッチ
位置

フライトモニ
ターの
「Control」表
示

機体本体の
LED表示

手前 タブレット ●○●○ 青点滅

右スティックを中央まであげる

「自動離陸」ボ
タンを2秒間、
長押しする
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⑧ 計画されたフライトルートの飛行が終了すると、機体が離陸地点の高さ5mで停
止した後は、基地局管理者がフライトモニターの「自動着陸」ボタンを2秒間、
長押しして機体を着陸させてください。これにより、機体が自動で着陸し、
モーターを停止します。

<注意>タブレットモードで飛行する場合は、パイロットが常に機体状態を把握し、
少しでも違和感を感じた場合はプロポにてプロポモード、または緊急モードに切
り替えて操作してください。

<注意>タブレットモードで飛行中においても、緊急時のためプロポでゴーホーム
機能や自動着陸機能の操作が可能となっています。間違えて操作しないよう、十
分に注意してください。

<注意>タブレットモードでは、計画したルートのフライトが完了すると、離陸地
点の上空5mまで帰還します。必ず、離陸地点の周囲には人・ものが無いことを十
分に確認してください。

⑨ モーターが停止したことを確認した後、プロポの右スティックを中央下に下げ、
電源スイッチを下に下げて、電源を切ってください。

操作する（タブレットモード続き）

「自動着陸」
ボタンを2秒
間、長押しす
る

右スティックは中央下に倒され
ている

中央の電源スイッチが下に下
がっていて、電源が切れている
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操作する（タブレットモード続き）

LEDランプが次のように点灯し始めた場合は、バッテリーが少なくなっているので、
速やかにフライトを終了してください。

LEDの点滅パターンとその意味

LED点滅
パターン

バッテリー残量 取るべき行動

★○★○ 3.7Vを切った状態 基地局管理者はパイロットに速
やかに残量を伝える
パイロットはバッテリー残量に随
時注意する

★★★★ 3.6Vを切った状態 基地局管理者はパイロットに速
やかに残量を伝える
パイロットは速やかにフライトを
終了させ、機体を着陸させる

<注意>安全性のため、バッテリー残量が3.6Vを切ると、プロポ 14SG (コントロー
ラー)が振動します。
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※LEDの点滅
●○ = 0.5秒点灯、0.5秒消灯
★○ = 0.5秒点滅、0.5秒消灯
★★ = 0.5秒点滅、0.5秒点滅



操作する（タブレットモード続き）

タブレットモードでは、事前にルートプランで計画した飛行ルートを
自律で飛行させる計画飛行に加えて、随時指定したポイントに飛行す
るフリーフライトなど、様々な機能が搭載されています。本項では、
それらの機能について説明します。

A) フリーフライト機能

事前に飛行計画を作成する必要はなく、好きなポイントをフライトモニター上で
選択し、高度・速度を指定することで、フリーフライトを実施します。

① 前述の「フライト前の通信確認」の手順を全て完了させてください。

② プロポのスイッチが全て初期位置（下図）であることを確認してください。こ
の場合、フライトモニターのControl表示には「緊急時」と表示されています。

③ 次に、プロポの操作モードのスイッチを手前にし、フライトモニターの
Control表示で「タブレット」、AutoNav表示で「フリー」となっていること、
また機体本体のLEDが下図のように点滅していることを確認してください。

全てのスイッチが奥側（紙面に
対して下側）に倒されている

左スティックは中央に位置し、
右スティックは中央下に倒され
ている

中央の電源スイッチが上にあ
がっていて、電源が入っている

プロポの
スイッチ
位置

フライトモ
ニターの
「Control」
表示

機体本体の
LED表示

手前 タブレット ●○●○ 青点滅
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④ 右スティックを中央下の状態から、中央まで上げてください。この状態により、
タブレットから自動離陸が開始可能となります。

⑤ 基地局管理者が、フライトモニターの「自動離陸」ボタンを2秒間、長押しし
てください。これにより、モーターが始動し、機体がおかれている地点の上空
3mまで自動離陸し、ホバリングを行います。

操作する（タブレットモード続き）

右スティックを中央まであげる

「自動離陸」ボ
タンを2秒間、
長押しする
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⑥ 次に、飛行したいポイントをダブルクリックし、高度・速度をフライトモニ
ター上で指定してください。指定が完了後、フライトモニター上の「WP転送」
を2秒間、長押ししてください。これにより、指定したポイントに自律で飛行
します。なお、細かい設定方法については、PF-Station取扱説明書を参照くだ
さい。

<注意>タブレットモードで飛行する場合は、パイロットが常に機体状態を把握し、
少しでも違和感を感じた場合はプロポにてプロポモード、または緊急モードに切
り替えて操作してください。

<注意>飛行ポイントとして指定するポイントまでの直線ルート上に、障害物や
人・ものが無いことを十分に注意してください。事故の原因となります。

⑦ 指定したポイントへのフライトが完了すると、そのポイント上でホバリングを
実施します。次に新たなポイントを指定してフリーフライトを継続するか、
ゴーホームボタンを2秒間、長押しして離陸地点まで帰還させてください。

<注意>ゴーホーム機能を使用すると、離陸地点の上空5mまで帰還します。必ず、
離陸地点の周囲には人・ものが無いことを十分に確認してください。

⑧ 離陸地点の上空まで帰還した後は、フライトモニターの「自動着陸」ボタンを
2秒間、長押しして機体を着陸させてください。これにより、機体が自動で地
面まで着陸し、モーターも停止します。

⑨ モーターが停止したことを確認した後、プロポの右スティックを中央下に下げ、
電源スイッチを下に下げて、電源を切ってください。

操作する（タブレットモード続き）

高度を
指定する
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飛行ポイン
トをダブル
クリックす
る

速度を
指定する

「WP転送」を
2秒間押す



操作する（タブレットモード続き）

B) 自動離陸機能

機体がおかれている地面から自動で離陸し、高さ3mの段階でホバリングを実施し
ます。なお、ルートプランで作成した計画が事前に転送されている場合は、計画
飛行を自動で開始します。

① P.35 ～ P.36の手順①から④を実施してください。

② 基地局管理者が、フライトモニターの「自動離陸」ボタンを2秒間、長押しし
てください。これにより、モーターが始動し、機体がおかれている地点の上空
3mまで自動離陸し、ホバリングを行います。

C) 自動着陸機能

機体が飛行している位置で自動で着陸し、モーターを停止します。

① 任意のポイントにおいて、基地局管理者が、フライトモニターの「自動着陸」
ボタンを2秒間、長押ししてください。これにより、機体が自動で着陸し、
モーターが停止します。

② モーターが停止したことを確認した後、プロポの右スティックを中央下に下げ、
電源スイッチを下に下げて、電源を切ってください。

<注意>機体を着陸させる場合、着陸地点または周辺に人・ものが無いことを十分
に確認してください。また、斜面などに着陸させることは危険ですので、避ける
ようにしてください。
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「自動離陸」ボ
タンを2秒間、
長押しする



D) 一時停止

計画ルートを飛行中の場合や、フリーフライトで指定したポイントへ飛行中の場
合、飛行している場所で一時停止させることができます。

① 基地局管理者が、フライトモニターの「一時停止」ボタンを2秒間、長押しし
てください。これにより、飛行している場所で一時停止し、ホバリングを実施
します。

<注意>一時停止を使用する際、停止距離を考慮してください。「一時停止」ボタ
ンを長押ししてから機体が停止するまでに、停止距離が必要となります。停止距
離は速度が早ければ早いほど長く必要になりますので、十分にご注意ください。

操作する（タブレットモード続き）

「一時停止」ボ
タンを2秒間、
長押しする

E) ゴーホーム機能

機体が離陸した地点の高さ5mの高度まで、機体が自律で飛行して帰還します。

① 任意のポイントにおいて、基地局管理者が、フライトモニターの「ゴーホー
ム」ボタンを2秒間、長押ししてください。

<注意>ゴーホーム機能を使用すると、離陸地点の上空5mまで帰還します。必ず、
離陸地点の周囲には人・ものが無いことを十分に確認してください。

離陸地点より20m以上の場合 離陸地点より20m未満の場合

高度を維持して飛行

離陸地点の高さ5mを
目指して直線飛行

離陸
地点
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操作する（緊急モード）

このセクションでは、GPS信号が入らない時や、機体に異常がみられ
る際など、緊急時の操作としてプロポを使用したフライトの操作方法
について解説します。

① 前述の「フライト前の通信確認」の手順を全て完了させてください。

② 「プロポモード」または「タブレットモード」の操作手順に従って、操作を実
施してください。

③ GPS信号が入らない時や、機体に異常がみられる場合は、プロポの操作モード
のスイッチを奥に倒し、緊急モードに入れ替えてください。また機体本体の
LEDが下図のように点滅していることを確認してください。

<注意>緊急モードに切り替えると、機体はホバリングしません。機体の上昇、下
降を含めてパイロットが操作する必要があるため、緊急モードに切り替える際は、
十分に注意してください。

④ プロポの操作方法に従って、機体を安定させ、安全な場所まで帰還・着陸させ
て、下記図に従ってモーターを停止させてください。

プロポの
スイッチ
位置

フライトモニ
ターの
「Control」表
示

機体本体の
LED表示

奥 緊急時 ●○●○ 黄点滅

左スティックを右に倒す

右スティックを中央下に倒す

中央の電源スイッチを下に下げ
て、電源を切る
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操作する（緊急モード続き）

緊急モードに切り替える際は、機体がどちらが前に向いているか方位
（ヘディング）を確認してから、操作するようにしてください。方位
（ヘディング）が想像しているものと異なる場合、事故の原因となり
ます。

機体の方位（ヘディング）によってはプロポ操作で対応できない場合があります
ので十分注意してください。

対策として飛行計画を作成する際は、方位（ヘディング）の変更を行わない等、
飛行技術に合ったフライト計画を作成するよう十分配慮して運用してください。

方位の変更を含む飛行計画を作成する際は、プロポ操作の全方位を習得しておく
ことをお勧めいたします。

特に対面飛行の操作は難しいので原則として行わないでください。

操縦者の向いている方向

機体の方位

操縦できる

操縦者の向いている方向

機体の方位

操縦できない
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操作ができなくなった場合

このセクションでは、飛行中の機体に異常が生じ、バックアップ操作
を行うことも出来ない場合、最終手段として機体を強制墜落させる手
順を説明します。

① 強制墜落させる場所に人や危険物が無いことを確認してください。人などがい
る場合は、至急、退避するよう適切に指示を出してください。

② プロポの操作モードのスイッチを奥に倒し、緊急モードに入れ替えてください。
また機体本体のLEDが下図のように点滅していることを確認してください。

③ 右スティックを中央下に倒し、左スティックを右に倒してモーターを停止させ
てください。モーターが徐々に減速し、完全停止し、機体は自由落下して墜落
します。

<注意>強制墜落させる場合、必ず、墜落先に人や危険物が無いことを十分に確認
したうえで、実施してください。大事故の原因となります。

プロポの
スイッチ
位置

フライトモニ
ターの
「Control」表
示

機体本体の
LED表示

奥 緊急時 ●○●○ 黄点滅

左スティックを右に倒す

右スティックを中央下に倒す
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フライト後の手入れ

フライト後の手入れ
部品の定期交換
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このセクションでは、フライト終了後の手入れについて説明します。
機体を長くお使いいただくために飛行後は以下の項目に添って手入れ
を行ってください。

① 「フライトの事前準備」手順と同様に、六角ドライバーを使ってプロペラ取付
けネジ、および機体本体のネジの緩みを確認してください。緩んでいる場合は、
締め直してください。

<注意>ネジを強く締めしすぎると破損の原因となりますので、注意してください。

② 機体本体を細かく確認し、変形や損傷が生じていないか、確認してください。
バッテリーコネクターやケーブル類も確認してください。

<注意>ケーブルの傷は事故の原因となります。発見した場合は、飛行を実施せず
に必ず販売元に連絡してください。

③ 使い終わったバッテリーの電圧をチェックしてください。各セルのバランスが
取れていないものは、使用しないでください。

A) バッテリの各セルの電圧が最大値と最小値で0.05V以上差があるもの

B) 満充電の各セル4.2Vの状態で、一つまたは複数のセルで4.2Vに届いてい
ないもの（アンバランス）

④ 万が一雨等で濡れた時は、モーター部分が錆びないよう、エアーで乾かしてく
ださい。

フライト後の手入れ

損傷が生じているケーブル例
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損傷→

スレ→



部品の定期交換

安全に使用頂くために、機体の正しい手入れと部品の定期交換を行う
必要があります。交換部品については下記の基準に従って、定期交換
を実施してください。

フライト時間が45時間を超えると、定期交換が必要な部品について、フライトモ
ニター上でアラームが表示されるようになっています。

50時間（もしくは１年のうち、早い方）を目安に点検を行うこと、また定期点検
部品の交換をお願い致します。※ご購入された販売代理店へご相談ください。

定期交換部品 交換周期

モーター 毎50時間

ESC 毎50時間

バッテリ 50サイクル（LiPoバッテリ）
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オプション機構

プロペラガード取付方法
1.2GHz映像伝送基地局設置方法
2軸サーボジンバルの操作方法
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プロペラガード取付方法

ステップ1

プロペラガードの付属品を確認してください

付属品

延長アーム・・・・・・・・・6本
プロペラガードマウント・・・6個
ねじ・・・・・・・・・・36個
カーボンロッド・・・・・・・6本

ステップ2

下記手順にそって取付を実施してください

1．延長アーム取り付けてください。

2. プロペラガードマウントを取付けてく
ださい。

47

延長アームをアームの先に回して取り付け固定してください。

延長アームの先にプロペラガードマウントを
取り付けてください。
上向きに調整してねじで固定してください。
（１マウントにつき６つのねじがあります）



プロペラガード取付方法（続き）

3. カーボンロッドを取り付けてく
ださい。

4. カーボンロッドを固定してくださ
い。

48

カーボンロッドを差し込んでください。
穴が貫通している方から先に行ってください。

①
②

付属の止めねじでカーボンロッドを
固定してください。

5. 完成しました。



1.2GHZ映像伝送基地局設置方法

1. 八木アンテナを組み立ててください。

2. 映像受信機と八木アンテナのケーブル
を接続してください。

3. モニタを組み立て、映像ケーブルで映
像受信機とモニタをつなぎます。

4. 映像受信機と、モニタをそれぞれバッ
テリとつなぎ、モニタの電源をいれてくだ
さい。 映像伝送の映像受信側が

出来上がりました。
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1.2GHZ映像伝送基地局設置方法
(続き）

5. 送信機側を確認してください。下から
送信機、信号変換器とセットされています。
下段にバッテリをセットしてください。

6. コンポジットと送信機を映像ケーブル
でつないでください。また、コンポジット
とカメラをそれぞれHDMI、HDMIマイクロ
ケーブルでつないでください。

7. コンポジットと送信機をそれぞれバッ
テリーとつないで送信機のスイッチをいれ
てください。

8. カメラの電源を入れ、動画撮影モード
に合わせ、データが受信側モニタに映って
いるのを確認してください。
モニタにカメラからの映像が映っていれば
映像伝送が成功しています。なお、1.2GHz
の機器を使用する際は無線局の開局手続き
等が必要です。無線機材を使用する際には
無線局と無線従事者の各免許証を携帯する
こと等必ず合法的に運用してください。

50

バッテリ

送信機

信号変換器



2軸サーボジンバルの操作方法

このセクションでは、2軸サーボジンバルの操作方法を説明します。2軸サーボジ
ンバルはオプション品ですので、オプション品を購入して頂いた方のみ、下記設
定になっています。

2軸サーボジンバルは、上下のアングルおよび水平バランスをプロポで操作します。
そのため、必ずプロポモードまたはタブレットモードで使用するようにしてくだ
さい。

①上下のアングル ②水平バランス
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トラブルシューティング
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トラブルシューティング

このセクションでは、良くあるトラブルシューティングについて説明
します。下記に記載がない場合、または問題が解決しない場合は必ず
販売元に連絡し、事象の確認を行ってください。なお、問題が解決す
るまでは決して飛行を行わないでください。
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症状 原因 確認方法 対策
動作確認
手順中に
発生

プロポの電源が入ら
ない

プロポの電池が
切れている

- 付属の充電器で充電して下さ
い。

機体に電源が入らな
い

バッテリーが放電
している

バッテリー電圧が3V以
下のセルがある（バッテ
リーチェッカーを使用）

バッテリーを塩水で処理し、
処分して下さい。P.9

フライトモニターの
Battery表示が0Vで
ある

機体からのデータ
の受信がない

Linkが0%と表示されてい
る

PF-Station取扱説明書の手
順に従って、ポート設定を
行って下さい

フライトモニターの
GPS表示がBADのま
ま5分以上変化しな
い

機体からのデータ
の受信がない

Linkが0%と表示されてい
る

PF-Station取扱説明書の手
順に従って、ポート設定を
行って下さい

GPSの精度が悪
いまたは受信して
いない

GPS計測健全度の値が
9未満である（確認方法
→PF-Station取扱説明
書参照）

より広く空が見える場所に機
体を移動させて下さい。

フライトモニターの
Linkが0%のままであ
る

フライトモニターで
機体からのデータ
を受信することが
できない

Linkが0%と表示されてい
る

PF-Station取扱説明書の手
順に従って、ポート設定を
行って下さい

PCと機体の距離が
近いにも関わらず、
フライトモニターの
Link表示が1～99%の
間の数値を示す

アンテナが緩んで
いる

- 機体のデータリンクアンテナ
および、PCのデータリンクユ
ニットのアンテナを手できつく
締めて下さい。

外部からの電波
干渉がある

- 周囲の電波源を停止させる
か、場所を変えて下さい。

内部の電波干渉
がある

2.4GHzの電波源が搭載
されている

オプションとして搭載した装置
が発生源である場合、67%以
上あれば正常です。
ユーザーが搭載した装置が
発生源である場合は、取り外
して下さい。

フライトモニターに地
図が表示されない

フライトモニターで
機体からのデータ
を受信することが
できない

Linkが0%と表示されてい
る

PF-Station取扱説明書の手
順に従って、ポート設定を
行って下さい

GPSの精度が悪
い

GPS表示がBADとなって
いる。

GPS表示がGOODとなるまで
遮蔽物の少ない屋外で待機
してください。

地図データが
キャッシュされて
いない

- PCをインターネットに接続し、
フライトモニターを再起動して
下さい。



トラブルシューティング
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症状 原因 確認方法 対策
動作確
認手順
中に発
生

フライトモニ
ターのRCの
表示が0%のま
まである

フライトモニターで機体か
らのデータを受信すること
ができない

Linkが0%と表示されて
いる

PF-Station取扱説明書の手順に
従って、ポート設定を行って下さ
い

プロポと機体がリンクして
いない
（プロポが間違っている）

機体から音が鳴り続け
ている

機体とリンクされたプロポに切り
替えてください

アイドリングを
開始できない

プロポと機体がリンクして
いない
（プロポが間違っている）

機体から音が鳴り続け
ている

機体とリンクされたプロポに切り
替えてください

初期位置異常 フライトモニターに「正し
いプロポ初期位置で機
体電源を再接続して下
さい」
とエラーメッセージが表
示される。

プロポおよび機体の電源を切っ
て下さい。
続いて、プロポのスイッチを全て
OFF位置にセットし、動作確認手
順の4からやり直して下さい。

プロポのLED（赤・青）が両方表
示されるまで操作を行わないで
下さい。

モード切替スイッチが間
違っている

モード切替スイッチが
中央又は手前にある

モード切替スイッチを奥にセット
して下さい

プロポのエンドポイントまた
はニュートラルのズレ

販売元に連絡してください。

アイドリングテ
スト時に異音
がする

モーターへの異物混入 - 販売元に連絡して下さい

特定の
プロペラ
が回転しない

モーターまたはESCの故障- 販売元に連絡して下さい
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症状 原因 確認方法 対策
動作確
認手順
中に発
生

LEDが赤く点
滅している※

バッテリー残量
が少ない

★○★○★○★○
LED：速い赤色点滅と消灯の繰り返し
（残量3.7V以下）
★★★★★★★★
LED：速い赤色点滅（残量3.6V以下）

充電されたバッテリーに交
換して下さい

プロポの電源が
入っていない

●○●○●○○○
LED：３回赤色点滅３拍休みを繰り返す

プロポの電源を入れて下さ
い

プロポと機体が
リンクしていな
い

●○●○●○○○
LED：３回赤色点滅３拍休みを繰り返す

機体とリンクされたプロポ
に切り替えてください

GPSの精度が
悪い

●○●○●○●○
LED：黄赤交互点滅
（健全度(GPS Measurement):５～９）
もしくは
●○●○●○●○
黄１拍、赤３拍
（健全度(GPS Measurement):４以下）
※プロポ緊急モード

少なくとも5分間、LEDが黄
点滅になるまで待機して下
さい。
●○●○●○●○

プロポ
モード
で発生

アイドリングを
開始できない

GPSの精度が
悪い

●○●○●○●○
LED：緑赤交互点滅
（健全度(GPS Measurement):９以下）

少なくとも5分間、LEDが緑
点滅になるまで待機して下
さい。
●○●○●○●○

アイドリング
後、離陸でき
ない。

右スティック操
作が足りない。

- 右スティックを中央から1目
盛り上まで上げてください。

対地高度センサ
が異常を起こし
ている。

フライトモニターにエラーが表示されて
いないか確認してください。

販売元に連絡して下さい

速度が出ない制限値に制約さ
れている

- P.10を参照してください

※LEDの点滅
●○ = 0.5秒点灯、0.5秒消灯
★○ = 0.5秒点滅、0.5秒消灯
★★ = 0.5秒点滅、0.5秒点滅
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症状 原因 確認方法 対策
プロポモー
ドで発生

「対地高度セン
サ値異常」が表
示される

検知不可能な床面
（5～10mm程度の
芝や金網等の上）
である

離陸場所にシート等を敷
く、離陸場所を変更する

タブレット
モードで発
生

自動離陸が開始
しない

GPS精度が良好で
ない。

XmonitorでGPS状態が
GOODになっているか確
認する

GPSが良好でない場合は、
開けている屋外にしばら
く放置してみてください。

プロポの右ス
ティックが中央に
設定されていない。

プロポスロットル位置
を確認する。またプロ
ポサーボモニタで値
(=0)を確認する

プロポタブレットモード
SWを入れ、右スティック
上下（スロットル）位置
を中央に設定してくださ
い。

プロポ電波が途絶
している。

XmonitorでRC状態が正
常であるか確認する
Xmonitorで制御モード
(Control)がタブレッ
トモードであることを
確認する

プロポRC状態が良好にな
るよう周囲電波状態を調
整してください

飛行計画で設定
した速度が出て
いない

制限値に制約され
ている

- P.10を参照してください

飛行中全般飛行中に異音が
する

モーターへの異物
混入

アイドリング中にも異音
がある。高音。

販売元に連絡して下さい

プロペラの破損 プロペラに割れがある。
硬さが他のプロペラと異
なる。

該当するプロペラを交換し
て下さい。

ネジの緩み - 増し締めを行って下さい → 
P.22

姿勢角に小刻み
な揺れが生じる

出荷状態からの変
化

- 装置を追加したり、バッテリ
を変更している場合は、機
体を出荷状態に戻して下さ
い。

プロペラの破損 プロペラに割れがある。
硬さが他のプロペラと異
なる。

該当するプロペラを交換し
て下さい。

モーターまたはESC
の故障

- 販売元に連絡して下さい

ネジの緩み - 増し締めを行って下さい → 
P.22

操作をしていな
いのに機体が旋
回してしまう

衝撃やネジの緩み
によるモータマウン
ト部の水平ずれ

隣り合うプロペラの先端
部高さが異なる箇所が
ある。

販売元に連絡して下さい

機体位置が安定
しない。みそすり
運動をしている

キャリブレーション
のズレ

- 販売元に連絡して下さい
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症状 原因 確認方法 対策
フライトモニ
ター全般

起動しない - - 一度アンインストールして再インス
トールして下さい。それでも同じ症
状が続く場合は販売元に連絡して
下さい。

フライトモニ
ター全般

データリンクユ
ニットを接続した
のにCOMポート
の選択ができな
い

ドライバーがイ
ンストールされ
ていない

１）デバイスマネー
ジャを開く
２）ポート欄を確認
３）下記を確認する
・ビックリマーク表示
・何もない表示
※データリンクを抜き
差しを行い、変化を
確認する

・ドライバーのインスト―アをDLし、
インストールし、データリンクを接
続する
・ネットワークに接続し、データリン
クを接続する

飛行計画を転送
できない

ルートプランと
機体が通信でき
ていない

１）データリンクがPC
に接続されていること
を確認する
２）ルートプランが接
続されたデータリンク
に設定されているか
を確認する
３）データリンクのア
ンテナがゆるんでい
ないか確認する

１）データリンクをPCに接続する
２）ルートプランに接続されたデー
タリンクを設定する
３）データリンクのアンテナをしめ
る

機体がアイドリ
ング中または飛
行中である

- 機体のアイドリングまたは飛行中
を中止し、停止状態にする

ルートプラ
ン全般

起動しない ｰ - 一度アンインストールして再インス
トールして下さい。それでも同じ症
状が続く場合は販売元に連絡して
下さい。
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症状 原因 確認方法 対策
ルートプラ

ン全般
ウェイポイントを設
置できない

ベースポイントが設
定されていない

- ベースポイントを設定し
て下さい → PF-Station
取扱説明書参照

飛行計画を転送で
きない

ルートプランと接続し
ていない

画面左上のアイコンが
下記ののとおりである

フライトモニターを起動し、
機体との接続確認後、
ルートプランを接続する
（画面左上のアイコンを
＜＜画像＞＞クリックす
る）

ルートプランと機体が
通信できていない

１）データリンクがPCに
接続されていることを
確認する
２）フライトモニターが
接続さえたデータリン
クを設定していうことを
確認する
３）データリンクのアン
テナのゆるみを確認す
る

１）データリンクをPCに接
続する
２）ルートプランに接続さ
れたデータリンクを設定
する
３）データリンクのアンテ
ナをしめる

機体がアイドリング中
または飛行中である

- 機体のアイドリングまた
は飛行中を中止し、停止
状態にする



事故・ヒヤリハット事例集

内容 原因 対処

プロポモードでホバリング
飛行中に機体が回転をはじ
め墜落に至る

アーム部の締め付
けが弱く、アーム
が回転しプロペラ
の水平が保たれな
くなったため、プ
ロペラバランスを
崩し落下に至った
と推測されます。

飛行前に、プロペラの水平、
アームの緩みが無い事を確
認。

機体が勝手に移動しプロポ
が効かない
プロポ操作に対し機体が呼
応した動きでない挙動を示
す

GPS受信の悪い場所
でGPSに依存する飛
行を行っている。

プロポモード、タブレット
モードでは必ずGPS受信状
況の確認を行ってください。

プロポモードでのプロポ操
作に対し、機体が反応しな
い

自律飛行にスイッ
チが入っている

基地局管理者がフライトモ
ニターで飛行モードの確認
を行い、パイロットに伝達
してください。機体のプロ
ポ操作に習熟してください。

自律飛行中に突然プロペラ
が飛んだ

プロペラのねじの
ゆるみ

飛行前点検におけるねじの
ゆるみ確認を確実に実施し
てください。

タブレットモードから緊急
モードへプロポを切り替え
た際に機体が大きく動いた

スイッチ切り替え
時のスロットル位
置が高い/低い

タブレットモードから緊急
モードへプロポスイッチを
切り替える際はスロットル
位置を中央にしてください。
（機体の重さ、もしくは電
圧により多少変化する場合
があります。）

タブレットモードからプロ
ポモードへプロポを切り替
えた際に機体が大きく動い
た

スイッチ切り替え
時のスロットル位
置が高い/低い

タブレットモードからプロ
ポモードへプロポスイッチ
を切り替える際はスロット
ル位置を中央にしてくださ
い。
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内容 原因 対処

機体がプロポモード飛行中
に大きく移動する。PF-
Stationでは実際に動いた方
角と反対の方角に機体が動
いている

GPSマルチパス GPSデータが建物または地
面に反射することで複数経
路を通して機体に情報を伝
達する現象。機体の挙動に
異常を感じた場合は緊急
モードで着陸してください。

タブレットモード飛行中に
緊急モードに切り替えたと
ころ、操作と機体の挙動が
一致しない

機体方位の誤認 機体の方位を変更した場合、
プロポでの操作は非常に難
しくなります。
万一の事態を考慮し、操縦
技術に合った飛行計画で飛
行を行ってください。
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飛行申請用必要書類

製造番号/仕様プロポ
無人航空機に係る航空法改正
飛行マニュアル(追補版）
DID研究開発編
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製造番号/仕様プロポ

製造番号については、下記手順により番号を付与し管理しています。

製造者名：双葉電子
名称：14SG

製造番号管理マニュアル

使用プロポ (コントローラー)

ACSL-PF1-1610A01
社名 機種名 年式 月 個体番号
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技術基準適合証明

製造者名：双葉電子
名称：14SGレシーバー
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工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称：R7008SB
工事設計認証番号：001UVAA1010

工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称：T14SGA
工事設計認証番号：001-A00409

製造者名：双葉電子
名称：14SG

製造者名：双葉電子
名称：データリンクユニット

工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称：FEP01TJ
工事設計認証番号：001-A00369



無人航空機に係る航空法改正

国土交通省ホームページより引用

平成27年12月10日から無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

改正航空法において導入された無人航空機の飛行ルールは下記の二つに大別
されます。
・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
・無人航空機の飛行の方法

飛行を行う際には必ず事前に国土交通省のホームページ
（http://www.mlit.go.jp/index.html）などで確認のうえ、必要な措置を講
じてください。

特に無人航空機の飛行の許可が必要となる空域で飛行を行う際は、許可申請
にかかる時間を考慮し、余裕を持って飛行準備を行ってください。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

上図における（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の空域において無人航空機を飛行させる
場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

特に（Ｃ）人又は家屋の密集している地域の上空とは、５年ごとに実施さ
れる国勢調査の結果から一定の基準により設定される人口集中地区
（Densely Inhabited Districts of Japan）の上空を指し、この地域で飛
行を行う場合は、安全ガイドライン及び安全上の注意に記載されている事
項のほか、次ページに記載するDID飛行マニュアル（追補版）を合わせて遵
守してください。

総務省統計局 人口集中地区境界図についてのURL：http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-3.htm
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無人航空機に係る航空法改正

無人航空機の飛行の方法

上記飛行を行う場合は、飛行地域が前頁に記載している飛行申請対象地域
でなくても、国土交通省航空局の飛行申請許可を得る必要があります。

国土交通省ホームページより引用
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飛行マニュアル(追補版）DID研究開発編

2016年11月18日

株式会社自律制御システム研究所

飛行マニュアル（追補版）※DID研究開発編

本マニュアルは、「マルチロータ―ヘリコプタ取扱説明書（型名 ACSL-PF1）」（以下、

「取扱説明書」と言う。）を追補するものであり、ミニサーベイヤー機を飛行させる者は、

取扱説明書及び飛行マニュアル（追補版）に記載されている事項を遵守しなければならない。

第１章 遵守事項

1.不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を

行わないこと。

2.物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為

を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。

３．無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録すること。（別添

「取扱説明書パイロットログ」（以下、「パイロットログ」と言う）参照。）

・飛行年月日

・無人航空機を飛行させる者の氏名

・無人航空機の名称

・飛行の概要（飛行目的及び内容）

・離陸場所及び離陸時刻

・着陸場所及び着陸時刻

・飛行時間

・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項（ヒヤリ・ハット等）

・無人航空機を飛行させる者の署名

４．無人航空機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が発生した場合には、次に掲げる事項（これらは別

添「取扱説明書パイロットログ」に記載されている）を速やかに、許可等を行った国土

交通省航空局安全部運航安全課又は空港事務所まで報告すること（パイロットログを提

出する）。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電話で連絡を行うこと。

・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号

・無人航空機を飛行させた者の氏名

・事故等の発生した日時及び場所

※人口集中地区（Densely Inhabited Districts of Japan）
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・無人航空機の名称

・無人航空機の事故等の概要

・その他参考となる事項

５．無人航空機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の非常時の連絡体制があらか

じめ設定されていること。

６．飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写

しを携行すること。

第２章 マニュアル関連

１．無人航空機の点検・整備

ａ）機体の点検・整備の方法：

・定期的又は日常的な点検・整備の項目

・点検・整備の時期（別紙点検チェックシート、定期点検管理表参照）

ｂ）機体の点検・整備の記録の作成方法

・点検・整備記録の作成手順

①操縦者は点検整備の様式（別添「点検チェックシート」参照）を記録

する

②操縦者が様式に従い点検整備を実施し、結果を記録し署名する

③現場監督者は操縦者が作成した点検整備記録を確認し署名する

・点検・整備記録の様式（別添「点検ちぇくシート」参照）

２．無人航空機を飛行させる者の訓練

ａ）知識及び能力を習得するための訓練方法

・基本訓練（人口集中地域内での飛行訓練含む）

①座学講習：約4時間

科目：航空法令、電波法令、MRH安全ガイドライン遵守事項、基礎制御

説明、

機体システム説明等

②4基本飛行訓練：約10時間

（入門）

・市販シミュレータにてホバリングが十分に行えていることを基本とする。

（初級）

・ガード付練習機体を使用し、指導者がトレーナーケーブルにより補助を

しながら、ホバリング及び前後左右上下に移動させることが可能となるま

で、繰り返し実施する。
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（中級）

・実機を使用し、指導者がトレーナーケーブルによるバックアップが実施できる

状況で、トレーナーの補助なしでホバリング及び前後左右上下に自由に移動でき

る技能を習得するまで実施する。

①システム飛行訓練：約4時間

（シミュレータ）

・室内にて実機と同モデルのシミュレータを使用し、基地局ソフトウェアの使用

方法を習得するとともに、マニュアル飛行・緊急モード飛行・プロポモード飛

行・タブレットモード（コマンド）飛行・タブレットモード（計画）飛行までの

流れ及び切替手法を習得するまで実施する。尚、この時並行して経路計画作成手

法も習得する。

（実飛行）

・シミュレータにて実施した訓練手法を実機で行うことで習得する。

・飛行形態に応じた追加訓練

①物件から30ｍの距離を確保できない飛行

・高度は3ｍ程度にて安定してホバリングが3分以上できるまで繰り返す。

・4軸すべての舵を各軸で細かく（ホバリング状態から0.5Hz程度でふり幅は

±30％程度）

操作しても機体が安定して飛行できるまで繰り返す。

・風速3ｍ以上の風でも安定してホバリングができる。

上記訓練をクリアできた操縦者について物件から30ｍの距離を確保できない飛

行を承認する。

・訓練場所

訓練を行う場所は、飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入

らないように措置された場所で行うこと

・業務のために、無人航空機を飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを

確認するための方法

① フライト・トレーニング指導者が飛行させようとする者について無人航空機を

飛行させるために適切な知識技能を習得できているかを基本訓練又は追加訓練

毎に判断する

ｂ）能力を維持させるための方法

・日常的な訓練の内容

・頻度等

①基本飛行訓練

・基本飛行訓練用のシミュレータまたは実機で週10分以上の飛行を推奨する。

・90日以上実機での飛行を行わなかった場合は、同シミュレータでホバリング

ができることを確認したうえで飛行を行うこと。

②システム飛行訓練

68



飛行マニュアル(追補版）DID研究開発編

・月に一度、基地局ソフトを立ち上げプロポモードにて飛行を実施すること。

・6月以上システム飛行を行っていない場合は、シミュレータZ-Emulatorのトレーニ

ングを一度実施してからシステム飛行を行うこと。

ｃ）飛行記録（訓練も含む。）の作成方法

・飛行記録の作成手順

①操縦者は別添パイロットログの様式を印刷し携行する

②操縦者が様式に従いパイロットログを作成し署名する

③安全飛行管理者は操縦者が作成したパイロットログを確認し署名する

・記録の管理方法

①安全飛行管理者は個人別にパイロットログをファイリングし所定の場所で管理する。

②安全飛行管理者は月次で当該パイロットログの集計作業を行う。

ｄ）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

取扱説明書記載のとおり

３．飛行前の安全確認の方法

ａ）飛行前の安全確認の方法

・ 気象状況の確認項目（製品仕様項目、６．機体運用時の推奨環境頁）及び手順

①風速計を用いて風速を確認する。

②天気予報等で飛行時に降雨が無いことを確認する。

③天気予報等で気温が１０度を下回ることがないか確認する。気温が１０度を下回

ることが予想される場合はバッテリーを２０度程度の環境で保温する。

・機体の状態の確認項目（点検チェックシート参照）及び手順

（取扱説明書「飛行前準備」「テストフライト」項目参照）

ｂ）無人航空機を飛行させる際の安全管理体制

・安全飛行管理者の選定及び役割

①飛行作業毎に安全飛行管理者（操縦者でも可）を指名すること。

②安全飛行管理者は、飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、安全な

飛行が可能か確認の上、飛行経路を設定すること

・補助者の配置及び役割

①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基地局担当者を配置し、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。

②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に注意喚起を行う安全確

認者を配置すること。なお、第三者の立入りの可能性が少ない場所などにおいて
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は、上記①の基地局担当者と兼務することができる。
・補助者の選定方法

安全管理責任者が操縦者、基地局管理者、安全管理者を選定する。

・物件から30ｍ以上の距離を確保できない飛行の場合の安全管理体制

①機体に自律制御は設定しない。

②これにより危険が差し迫った場合はスロットルを下げ機体を落下させることができ、危険を

回避し安全を確保することができる。

ｃ）無人航空機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といった非常時の対応及び連絡体制
・非常時の対応：適宜警察署、消防署、海上保安庁なと必要な所管連絡先に連絡する

・連絡体制：現場の安全管理者が設置されている場合は安全管理者が、設置されていない
場合は基地局管理者より上記非常時連絡先に連絡する。

以上
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飛行マニュアル（追穂版）記載の連絡体制・安全管理体制についての具体的記述

題１章５．無人航空機の飛行による人の支障、第三者の物件の損傷、非工事における機体の紛

失又は航空機との衝突若しくは接近事案の非常時の連絡体制について

【関係者への連絡体制】

・国土交通省航空局案全部運行安全課：03-5253-8737

・夜間及び土日祝日等は成田空港事務所（0476-32-6419）

・保険会社：東京海上日動火災保険株式会社：0120-308-110

・警察署：110

・消防署（救急）：119
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付 録

点検チェックシート
定期点検管理表
飛行前点検項目
パイロットログ
フライト経験管理表
重要事項説明書写貼付頁

72



点検チェックシート

項目 詳細
日付

/ / / / /
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

確認事項

申請は通っているか
体調は良いか
飲酒はしていないか
天候はよいか、強風ではないか
人数はそろっているか
安全確認を行ったか、安全への配慮は十分か

機体

プロペラ、機体のねじのゆるみはないか
機体の損傷、ゆがみはないか
プロペラの傷みはないか、取り付け向きは
あっているか
モーターの水平は取れているか
モーター手回しの際の異物感及び違和感の確認はないか

バッテ
リー

バッテリー残量は充分か、充電したか
バッテリー傷、変形はないか
バッテリー搭載時の機体重心はあっているか
バッテリーが機体に固定されているか

プロポ
プロポ電池残量は充分か、充電したか
スイッチ入力前のスイッチ、スティックの位
置確認は正常か、スイッチは壊れていないか

フライト
モニター

フライトモニターがPCにインストールされて
いるか
PCは充電されているか
データリンクユニットユニットはあるか、破
損していないか
フライトモニターが起動するか
COMポートは合っているか
バッテリー情報は取得できているか
Linkは100％か
RCは100％か
GPS情報は取得できているか
モードは切り替わるか
地図が表示されているか
エラーメッセージは出ていないか
飛行計画が転送されているか

飛行時

テストフライトを行って異常を確認したか
異音、振動等の異常はないか
飛行中の不安定な挙動はないか
GPSは取得できているか
フライトモニターとの方位のずれはないか

署名
パイロット 署名

基地局管理者 署名

※飛行前、飛行後にチェックしてください。
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定期点検管理表

機体番号

機体型番

使用開始年月日

定期点検年月日

定期点検を行った者

定期点検管理者

前回の定期点検からの事故・
気になったこと

定
期
点
検
項
目

機体積算使用時間

モーター積算使用時間

ESC積算使用時間

機体の傷・ゆがみ

プロペラの傷・ゆがみ

ねじのゆるみ

バッテリ積算充放電回数

飛行前点検を行った結果
の異常

その他

交
換
部
品

交換部品及び交換年月日

交換年月日

交換を行った者

その他

次回点検予定日

年月日： 年 月 日

署 名：
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パイロットログ
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フライト経験管理表

記入年月日 年 月 日

パイロット

所属

部署

住所

連絡先電話番号

飛行させることができる
無人航空機

総飛行時間
年 月～ 年 月

時間

飛行経験年数 年

夜間飛行時間 時間

目視外飛行時間 時間

物件投下経験回数 回

直近３か月間の飛行時間
年 月～ 年 月

時間

その他
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Nuttx

Copyright (C) 2015 Gregory Nutt. All rights reserved.
Author: Gregory Nutt <gnutt@nuttx.org>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without  modification, are permitted 
provided that the following conditions  are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3. Neither the name NuttX nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software  without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE  POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

lib_dtoa

Copyright (c) 1990, 1993 
The Regents of the University of California. All rights reserved. 
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met: 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer. 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 

acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its  
contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or 
promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
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Rhombus math library

Copyright (C) 2009-2011 Nick Johnson <nickbjohnson4224 at gmail.com>
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all 
copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, 
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF drivers/video/ov2640 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



製造者情報

製造元

株式会社 自律制御システム研究所
〒261-7132 千葉市美浜区中瀬2-6-1

ＷＢＧマリブウエスト32F

※個別のご質問は本説明書裏表紙記載販売元連絡先へご連絡ください。
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Autonomous Control Systems Laboratory Ltd


