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第１章 無人航空機運用指針（コンプライアンス） 

 

 

第１項 目的と基本姿勢 

 

 

はじめに 

 

 今日、行政活動、公共事業に対する社会的責任や公共的使命を要請する機運が高まっています。それに

応えるためには、行政組織と公共事業に携わる企業が、法令や社会的規範を遵守して、行政活動を行うこ

とが重要であるとの認識が必要です。 

 

 また、そのような活動姿勢こそが、安全で明るい職場環境と健全な請負関係を築き、仕事を通して社会

の発展に貢献していくことにもつながり、社会から高い信頼と評価を得ることができると考えています。 

 

 ここに掲げるコンプライアンス基本方針は、公共事業に携わるすべての者が守らなければならない基本

原則です。南あわじ市の目指すところは、公正かつ適切な行政活動を実現し、行政並びに請負関係企業に

与えられた社会的責任を果たしていくことです。 

 

 南あわじ市の発注する公共事業は、公共性が高く、市の財産として永く受け継がれるべきものであり、

高品質で安全性の高いものを構築する責任は非常に重要です。 

 

  この度、ここに、南あわじ市のコンプライアンス基本方針を作成するにあたり、私達、南あわじ市の

行政活動に携わる者は、等しく誠心誠意、基本方針及び業務に関する法令・ルールを遵守し、より一層論

理的な組織文化を構築していくことを宣言します。 

 

以上の内容について、平成28年度において、地方創生加速度交付金事業の成果として作成された内容を、

南あわじ市への提言を受けました。この内容については、南あわじ市において精査をおこない、広く、 

公表します。その方法は、南あわじ市公式ホームページに掲示することとし、情報発信して参ります。 

 

 

平成 30年 1月  日 

南あわじ市長  守 本 憲 弘 
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第２項 無人航空機関連業務 

 

 

１・背景と目的 

 

 現在、無人航空機の利活用が急速に進み、公共事業においても、調査、測量、インフラ点検等の多くの分

野で発注されるようになりました。 

 平成27年4月22日の「首相官邸屋上にドローン落下事件」を契機に、国土交通省（改正航空法：9月4日成立

）をはじめとする各行政機関による規制等の動きが活発化するなど日々情報が錯綜している状態です。 

 ここで、基本方針を作成し、関連事業に携わるすべての人が、法令だけでなく、道徳・倫理といった法令

以外のルールを遵守する体制を構築します。 

 

 

２・行動基準 

 

（１） 教育について 

  ① 運用講習の受講、人材育成 

    無人航空機の運用には、高等な技術が必要とされる。その為に、操縦技術のみならず、関係法令、

安全対策、リスクマネジメント等が習得できる運用講習（国土交通省認定）を受講しておかなければ

ならない。 また、人材育成を積極的に取組み、将来、技術者枯渇の状況を招かないよう対策を立て

なければならない。 

 

  ② 飛行訓練 

    未熟な飛行技術による事故を防ぐ為、定期的に操縦訓練を行い、業務に携わるすべての者のスキル

アップを図ることとする。 

 

  ③ 運用制限 

    無人航空機よる事故防止の為、上記①②によって得られる資格、技術、知識、経験等を有する者の

みで運用し、リスクを低減させる。 その際、操縦者のフライト経歴の確認を行い、当該業務に十分

な実績であるか判断をする。 

 

 

（２） 予防について 

  ① 体制 

    業務を円滑に進める為、また、事故・トラブルを未然に防ぐ為に、管理体制を整えておかなければ

ならない。 管理体制のなかで、管理者、担当者を明確にし、役割分担、責任の範囲を調整しておく

。 

 

  ② 安全 

    業務の遂行にあたり、安全はすべての工程において優先されるが、的確な予防策の立案が前提とな
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る。 安全管理体制・安全マニュアル・チェックシート等を作成し、それを基に、無理のない業務計

画を立案しなければならない。 

 

（３） 法令について 

  ① 関係法令の遵守 

    無人航空機の航行には様々な法令・条令の規制を理解し、遵守することが求められます。 規制外

での運行には、許可申請が必要になり、無許可での運行・計画は重大なコンプライアンス違反となり

ます。 発見した場合は、黙認することなく相談窓口に通報し、適切に対処することとする。 

 

  ② 所轄警察関係 

    無人航空機の緊急着陸地点に、公共の道路を設定している場合、事前に道路使用許可申請が必要で

あり、所轄担当者と相談・調整の上、提出することとする。 

    また、相談・調整時は、予め作成した飛行計画書を基に行い、署内連絡・地域住民の説明等の為、

飛行計画書を提出しておく。 

 

 

（４） 情報について 

  ① 情報の収集 

    収集に関しては、直接収集と間接収集に大別して、業務により対応すべき事項について詳細に規定

をする。 直接収集の場合は、情報主体に収集目的を伝え同意を得るための詳細な手続きが重要とな

る。 収集目的の伝え方には、口頭、目的を明示した文書等、最適な方法を採用して理解して頂かな

ければいけない。 間接収集の場合は、収集先に対して確認する事項（情報主体から提供の同意の有

無、不正・不法な手段で収集したものでないこと等）、確認方法、情報主体から提供の同意を得てい

ない個人情報の利用に当たっての手続き等を可能な範囲で詳細化して規定することとする。 

 

  ② 情報の利用 

    情報主体の同意を得て収集した情報を、当初の目的の範囲外で利用はしない。 範囲外での利用の

必要がある場合は、再度、情報主体の同意を得て利用することとする。 

 

  ③ 情報の提供 

    第三者への情報の提供は、情報主体の同意が必要となる。提供を拒まれたときは情報主体に不利益

にならないようにこれに応じなければならない。 

 

  ④ 情報の委託処理 

    委託者は、預託に際し、情報主体の同意を得た範囲内で委託契約を締結することが必要である。 

 

  ⑤ 情報の廃棄 

    個人情報に関しては、当該情報主体に開示、訂正、削除の権利が認められているが、情報主体から

の権利の行使の求めに応じての対応を、事前に規定しておく必要がある。 また、廃棄の期間も規定

しておくこととする。 
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  ⑥ 情報の漏洩防止 

    安全性を確保するためには、合理的な安全対策に関して規定する必要がある。安全対策措置の内容

等については、対策の抜け道を残さないために個人情報に関するリスクとの関連を確保しておくこと

が求められる。 

   ア）個人情報の取扱い場所への無権限者の立入許可・制限を規定する。 

   イ）個人情報の処理システム（コンピュータ、データシステム等）の利用者を許可制限するアクセス

管理を規定する。 

   ウ）個人情報の管理・廃棄・バックアップ等に関する個人情報管理を規定する。 

   エ）個人情報処理の委託に関する委託先の選定基準、契約の基準等を定めた個人情報委託管理を規定

する。 

 

  ⑦ 監査 

個人情報保護の向上に寄与することを目的に、監査部門を設け、コンプライアンスプログラムの整

備状況、体制整備状況、及び運用状況を定期的に点検し評価をすることとする。 対象範囲は、個人

情報を扱う全ての情報システム・全業務・関連部門とする。 監査報告書を作成し、報告会を開催す

ることにより、不具合・改善箇所の迅速な対応を図ることとする。 

 

 

  ⑧ 改善 

    監査の結果を受けて出されたコンプライアンス責任者による見直し指示に従い改善を実施する。 

必要な改善措置の後、文書に改善内容を反映し、また、改善の内容、改善日を改善履歴として記録し

ておく。 

 

 

（５） ＰＤＣＡサイクル 

   コンプライアンスの浸透を図るためにＰＤＣＡサイクルを利用する。 

 

  ＰＬＡＮ   

  方針策定   

    

ＡＣＴ   ＤＯ 

改善・修正   方針に基づき実施 

     

  ＣＨＥＣＫ   

  評価・検証   

 

「Ｐ 活動方針を策定」し、その達成のために「Ｄ 方針に基づき実施・周知」し、適切に運用されて

いるかを確認する「Ｃ 評価・検証」を行い、必要に応じて「Ａ 改善・修正」を行います。 このＰ

ＤＣＡサイクルを繰り返し実施し、より良いコンプライアンスの徹底に取り組む。 
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（６） トラブルの対処について 

  ① 事故発生時 

    安全対策を整え、業務を行ってもリスクは完全には無くなりません。 事故発生時の対処方法は予

め計画しておきます。 事故状況の把握、緊急連絡、事故処理が迅速に行えるよう人員配置を含め体

制を整えておく。 事故の報告書は、遅延なく担当監督員、関係機関に提出する。 

 

  ② 地域からの苦情 

    業務内容は、飛行計画書を基に、事前に地域の方々に、説明し理解を得ておくことが必要です。 

しかし、認識の違い等により苦情を申し出る方もいる可能性があります。 そのような場合は、担当

監督員と協議を行い、飛行ルート・飛行時間の変更等、対策を検討し、再度理解が得られるよう誠実

に対応する。 

 

 

  ③ 飛行ログデータ 

    業務で得られた飛行ログデータ（軌跡）は全て保存しておき、トラブル対応のバックデータとして

利用できるようにしておく。 
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第３項 リスクマネジメント 

 

１・運用指針 

 

（１）予防的観点からの「リスク管理」 

   業務体制に内存するリスクを把握して対策を求めるべく、リスクマネジメントサイクル（ リスクの

洗い出し → 分析 → 評価 → 管理・対策の検討と実施 → モニタリング ）を組織内で構築する。各部

署にて洗い出した重要なリスクへの対策の進捗や効果、達成レベルなどを確認・評価する。 

 

（２）リスクが顕在化した際の「危機管理」 

   損害の極小化とともに原因を調査究明し、安全かつ安定的な運営の確保を目指し、具体的なマニュア

ルに基づき対応する体制を構築する。 様々な危機事象を想定して、定期的かつ実践的な演習・訓練を

重ね、危機管理体制を強化する。 

 

（３）情報セキュリティ 

   個人情報をはじめとする情報資産を保護するため、各種法令に加えて技術基準も遵守した取り組みを

実施する。 自己点検（年１回）や情報セキュリティに関するルール定着の啓発活動に継続的に取り組

むことにより、情報漏洩に関する危機事象の低減を図る。 
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第２章 無人航空機概論 

 

 

第１項 無人航空機の定義 

  

【航空法】・・・飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができない

もののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの（２００ｇ未満の重量(機体本

体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く）。 

ドローンとは、人が乗らずに航空することができる全備重量が２５ｋｇ未満の無線誘導式回転翼機のこ

とをいう。 自動操作(航法装置)とは､人間の目視誘導に頼らず､ドローン自身が自律的に飛行できる

ようになる制御システムのことをいう。目視外での運用は航法装置を搭載する必要がある。 無人地帯

とは、地上に人間がいない地域を指す。また、飛行対地高度は１５０ｍ未満を原則とする。 目視内とは

、操縦者が目視誘導制御を行える範囲をいう。 

同義語 ドローン・マルチコプター・ＵＡＶ・ＵＡＳ・ＲＰＡＳ等 

無 人 航 空 機 
        

        

回転翼機  固定翼機  飛行船・気球タイプ 

プロペラの回転によって揚力や

推進力を生みだし飛行。飛行距

離が短いが、垂直離着陸やホバ

リングができる。 

 

主翼が固定される航空機。前進す

ることによって揚力を生み飛行す

る。 

 

空機より軽い気体を利用した浮

力で飛行。風に弱いが、急な墜落

の可能性が低く安全性が高い。 

 
        
        

シングルローター回転翼機  ティルト機    

バランスの調整が難しい反面、

構造が簡易。  
回転・固定翼、両方を合わせた航

空機。ローターの角度を変えるこ

とで垂直上昇が可能。飛行距離に

優れ、機動性が高い。 

   

マルチコプター     
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第２項 無人航空機の種類と特徴 

 

無人航空機は、形状で大別すると三つに分類される（回転翼機・固定翼機・飛行船・気球タイプ）。 

一般的にドローンと呼ばれるものは、マルチコプターで、複数の回転翼を有する機体のことをいう。 

無人航空機形状分類 

 

利用実態に応じた分類 

 

航 空 機 
        

        

大型航空機 

数百㎏～数百トン規模 
 中型無人航空機 

25㎏以上～150㎏程度 
 小型無人航空機 

25㎏以下 

主な用途：国際運航を含む長

距離の旅客・貨物輸送。 

※貨物機における有人機の省

力化の動きあり。  

主な用途：農薬散布、数十㎏程度

の物資貨物。 

※農薬散布ヘリにおいては日本が

先行して実用化。  

主な用途：特殊撮影（空撮）、

数㎏程度の物資輸送。  

※技術の確立、コストダウンに

より中国製なども含め急速に普

及。 

※ホビー用途も含めて多種多様

な機体が流通。 

   近年、関連技術が確立され、適用用途が拡大されており、今後の産業利用拡大が期待されている。 

 

 

第３項 無人航空機の歴史 

 

    【安全保障での歴史】 

   戦前～戦中（第二次世界大戦） 

   ・1930 年代に航空機を無人で遠隔操作によって飛行させる試みが始まった。 

   ・最初に実用化されたのは標的機。1935 年に英国で有人練習機を改造した標的機「Queen Bee」が  

製造開始される。 

   ・1940 年に米国でラジコン模型飛行機を改造した標的機が「ターゲット・ドローン」と命名され正式

採用される。 

   戦後 

ローターの数が三つ以上の回転

翼機。 三枚：トライコプター

/四枚：クアッドコプター/六

枚：ヘキサコプター/八枚：オ

クタコプター 
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   ・第二次世界大戦後、ドローンを遠隔操縦ではなく自動で飛行させる研究が進行してきた。 

   ・無人航空機用の航法技術は、ＧＰＳ（全地球測位システム）によって始めて実用化された。 

 

    【産業での歴史】 

   農薬散布ヘリコプター 

   ・無人ヘリコプターの産業利用は、日本の農薬散布用ヘリコプターから始まった。1980年代に利用

が研究され、1990年代から販売が開始された。 

   電動マルチコプター 

   ・現在、空撮などでは電動マルチコプターが広く利用されている。 

   ・マルチコプターは 1990年代から研究目的で利用されていた。 

   ・2010年にフランスのパロット社がマルチコプター（AR Drone）を発売したことをきっかけにホビ

ー用の機体が市場に広く普及していった。 

   ・リチウムポリマーバッテリーの普及や、通信技術の発達などがドローンの市場での普及を後押しし

てきた。 

 

 

第４項 無人航空機の基本構造 

 

  マルチコプターは、プロペラおよびモーターの回転数を調整することによって、非常に複雑な運動がで

きます。 例えば、垂直上昇や垂直降下、空中停止（ホバリング）のほか、機体の向きを保ちながら真横

や後ろに進むこともできる。 

 

・プロペラに揚力が生まれるワケ  

 プロペラの断面は、飛行機と同じ「翼型」形状をしています。翼型形状をしたプロペラが空気の流れの中

を進むと揚力が発生する。 揚力とは、プロペラによって機体を空中に浮き上がらせる力のことをいう。 

マルチコプターなどの回転翼機では、プロペラを回転させることによってプロペラに空気の流れができ、

プロペラの上面を流れる気流の速度が下面に比べて速いため、上面の圧力＜下面の圧力となり、プロペラに

機体の重さを支える上向きの力（揚力）が生じる。 

 

・風の影響  

 マルチコプターが、ホバリングしている状態を想定する。 無風の状態だと、マルチコプターのプロペラ

の先端には一定の空気の流れが発生するため、プロペラは均等な揚力を得ている。 

 機体に風が当たると、風上と反対側のプロペラは風速分だけ空気の流れが変わるため揚力差が出る。 揚

力差を取り除くため、風上と反対側のプロペラに回転数の差をつけて釣り合いを保つ。 

 そして、機体を前後進させる場合は、機速と風速に加減された空気の流れがプロペラにかかるため、向か

い側と後退側のプロペラにはさらに大きな揚力差が生まれる。 そのため、突風や強風の中では機体が大き

く傾くことがあり、プロペラは揚力を失い墜落に至る。 

一方、風下に向かって飛行させると、プロペラにかかる空気の流れが少なくなるため、揚力を失い失速す

ることがある。 マルチコプターに後ろから風が当たることを「背風」と呼ぶ。 背風の状態になると、急
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激に高度が下がることもあり、非常に危険である。 

マルチコプターを飛行させるときは、原則的に、風上に向かって飛行させ、機首は風上に向ける。 特に、

上昇、降下時の風向きには注意しなければいけない。 常に、風向きや風速を観測し、規定された風速以下

の気象条件で飛行させなければならない。 

 

・吹きおろし  

 マルチコプターの着陸は、垂直にまっすぐ降下させることはほとんどなく、多くの場合、前進しながら斜

め下方に下る。 垂直に降下する場合、ある速度域において、吹き下ろした空気が再びプロペラに吸い込ま

れるボルティックス・リング（渦輪）が不規則に発生し、正常な吹き下ろしが行われなくなり、操縦不能に

陥る場合があるためである。 これを避けるために、着陸時には、マルチコプターが作る吹き下ろしから抜

け出しながら、緩やかに前進しながら斜め下方に着陸する。 また、地面にある程度近づいた位置では、プ

ロペラの吹き下ろし気流が地面に行く手をさえぎられるために、停滞した下降気流が下からプロペラを支え

るように働き、揚力が増す「地面効果」と呼ばれる現象が生じる。 地上から機体の半径分の高さまでが顕

著にこの効果が出る。 

 

・地面効果  

マルチコプターを飛行させる時、この地面効果を利用する場合もあるが、ペイロード積載量や飛行状態を

確認する時は、地面効果かから抜け出た高度（5m以上）でホバリングを行うことが大事である。 また、

離発着場の付近に断崖や段差がある場所では、地面効果のある高度のままで前進していると、断崖付近で急

に揚力を失うので、注意が必要である。 

 

・動力源  

 多くの民生用ドローン、その中でもマルチコプターでは、充電式のリチウムポリマー電池（通称、リポ）

を使用している。 正式名称は「リチウムイオンポリマー二次電池」といい、ノートパソコンなどのリチウ

ムイオン電池と同様のものである。 電解液が液体のものがリチウムイオン電池、ゲル状のポリマー素材の

ものがリチウムイオンポリマー電池となる。 導電性ポリマーの技術を使った高性能なバッテリーだが、液

漏れやショートさせると非常に危険である。 

 

・バッテリー（リチウムポリマー）の基礎知識と取り扱い  

 リチウムポリマーバッテリーは中にゼル状のリチウムが入っている。 過充電、電流が多すぎた、電流が

少なすぎた、何かが外部的に刺さった、ショートしてしまったという場合に、中のリチウムが化学反応を起

こす。 リチウムは水の中にいれると水素ガスを発生させる。 水分と化合して水素ガスが出て水素ガスが

バッテリー内部で溜りすぎてしまうと破裂し外に出てしまう。 引火すると火が出るので、取り扱いには十

分な注意が必要である。 

 

1. 送信機（コントローラー） 

 一般的に「操縦装置＝プロポ」と呼ぶが、語源はプロポーショナルコントロールシステム＝比例制御装置

から、そう呼ばれるようになった。 操縦装置で入力した操作に比例した量のサーボ角度出力を提供するシ

ステム全体のことを指し示しているので、送信機、受信機、サーボを含めたすべてが「プロポーショナルコ



14 

 

ントロールシステム」という。 厳密に言えば、送信機だけではプロポと呼ぶことはできないが、現在では

慣例としてプロポと言えば送信機のことを意味する。 

 

・積載能力  

マルチコプターの最大積載量は、機種ごとに決められているが、この他にも、「作業現地の標高」「気温・

湿度」「ヘリポートの地形」「機体の個体差」などの要因により変化が生じるので、常に最大能力を発揮でき

るとは限らない。 積載能力は、気象状態や飛行する立地条件に合わせ、ダミーウエイトを加算してフライ

ト可否の判断をするなど、事前フライトにて十分に確認が必要である。 

 

・電波  

マルチコプターには、2.4GHz 帯と 920MHz帯の電波が割り当てられている。この電波は直進性が強いため、

無人ヘリが山影や建物や鉄塔などの反対側に行くと、電波が遮断される。 また、電波の到達可能距離は、

目視飛行領域の比較的狭域の範囲だけである。 飛行領域やその周辺に、障害物や他の電波が使用されてい

ないか、正確に把握するとともに常時監視する必要がある。 

 

 第３章 無人航空機に関する法律 

 

 

第１項 全般 

 

マルチコプターの保持・飛行に係わる全ての者は、日本国法律、自治体条例等規定を順守し、法の定める

範囲内で活動しなければならない。対象となる主な法律、規定は以下の通りとなる。 

 

1. 航空法    第一章 / 第九章 / 第十一章 

2. 議員立法   第一八九回衆第二四号 

3. 電波法    電波法関係審査基準（訓令） 

4. 個人情報の保護に関する法律 

5. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 

6. 「ドローン」による撮影画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（案） 

7. 外為法     

8. 廃掃法    第三章 産業廃棄物 

9. 道交法    第五章 

10. 道路法・港則法・港湾法・海上交通安全法における、使用・占用の届出 

11. 消防法 

12. 民法 

13. 迷惑防止条例 

14. 無人ヘリコプター利用技術指導指針（農水省通知） 

15. 飛行地域を含む自治体の規定・条例  自治体が独自に飛行禁止や飛行時の誓約を定めている場合 
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16. 刑法 

17. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

18. 消費者安全調査委員会関係法令等 

19. その他     

 上記以外であっても、マルチコプターの保持・飛行に影響を与える、事前に制定された規定については誠

意をもって対応しなければならない。 

 

 

第２項 法令概要 

 

以下に主要な法令について、その概要を示す。 

 

・航空法  

 改正航空法は 2015年 9月 4日に成立した。従来の航空法（第 1章第 2条）においては「航空機とは、

人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定め

る航空の用に供することができる機器をいう。」と定義され、無人（航空）機は航空法の適用対象ではな

かった（2015年 9月 3日以前）が、本法の成立により「無人航空機」の定義が加わり、その飛行につい

ても様々な制約が加えられた。 

航空法（抜粋） 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S27HO231/H27HO067.html 

 

定義 第２条 第２２項 

 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することできる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛

行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プ

ログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができるもの（その重量その他の事

由を勘案してその飛行により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

れがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。）をいう。 

 

無人航空機の飛行等に関する罪 第１５７条の４ 

 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

1. 第 132条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者 

2. 第 132条の 2第 1号から第 4号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者 

3. 第 132条の 2第 5号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者 

4. 第 132条の 2第 6号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者 

 

飛行の禁止区域 第１３２条 

 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその

飛行により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と認めて

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/miseko/S27HO231/H27HO067.html
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許可した場合においては、この限りではない。 

1. 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で

定める空域 

2. 前号に揚げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空 

 

飛行の方法 第１３２条の２ 

 無人航空機を飛行させる者は、次に揚げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交

通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に揚げる方法のいずれかによらずに飛行させることが

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を損なうおそれがないことについて国土交通大

臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。 

1. 日出から日没までの間において飛行させること。 

2. 当該無人航空機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。 

3. 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保って飛行させる

こと。 

4. 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において

飛行させること。 

5. 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷す

るおそれがある物件であり国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。 

6. 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で

定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。 

 

捜索、救助等のための特例 第１３２条の３ 

 前２条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、

救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、

適用しない。 

 

附則 第２条 

 政府は、無人航空機（この法律による改正後の第 2 条第 22項に規定する無人航空機をいう。以下この条に

おいて同じ。）に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人

航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

・電波法  

 無人機の操縦・管制に使用される無線設備は電波法に従ったものでなければならない。無人機に使用する

無線設備は一般的には、その無人機の提供者が適正に取得すべきものであり、使用者がそれを勝手に改造、

変更することは安全上、法律上から許されない。 

 使用者は無人機の購入に当たっては、その無人機で使用している無線設備が電波法上適正なものであるか

を業者から確認することが望ましい。（海外から輸入した無人機では一部、電波法に抵触するためにそのまま
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では日本では使用できないものがある可能性がある）。 

 また、使用する無線設備の電波の種類によって、使用者がそのまま使用できる（免許不要）場合と免許を

取得しなければならない場合とがある。 

 

電波法（抜粋） 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 

 

第４条 

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に揚げる無

線局については、この限りではない。 

1. 発射する電波が著しく微弱な無線局であり総務省令で定めるもの 

2. 26.9 メガヘルツから 27.2 メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が 0.5 ワット

以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第 38 条の 7 第 1 項（第 38 条の 31 第 4 項

において準用する場合を含む。）、第 38条の 26（第 39条の 31第 6 

項において準用する場合を含む。）又は第 38条の 35の規定により表示が付されている無 

線設備（第 38条の 23第 1項（第 38条の 29、第 38条の 31第 4項及び第 6項並びに第 

38条の 38において準用する場合を含む。）の規定により表示が付されていないものとみなされたもの

を除く。以下「適合表示無線設備」という。）のみを使用するもの 

3. 空中線電力が 1 ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、次条の規定により指

定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を

有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用す

ることができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 

4. 第 27条の 18第 1項の登録を受けて開設する無線局（以下「登録局」という。） 

 

施行規則 第６条 

 法第 4条第 1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。 

1. 当該無線局の無線設備から 3 メートルの距離において、その電界強度（総務大臣が別に告示する試験

設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該

無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留

置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。）が、

次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に揚げる値以下であるもの 

2. 当該無線局の無線設備から 500 メートルの距離において、その電界強度が毎メートル 200 マイクロボ

ルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの 

3. 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器 

 

周波数帯 電界強度 

322ＭＨｚ以下 毎メートル 500マイクロボルト 

322ＭＨｚを超え 10ＧＨｚ以下 毎メートル 35マイクロボルト 

10ＧＨｚを超え 150ＧＨｚ以下 次式で求められる値（毎メートル 500 マイクロボルト

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
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を超える場合は、毎メートル 500 マイクロボルト）毎

メートル 3.5fマイクロボルト fは、ＧＨｚを単位とす

る周波数とする。 

150ＧＨｚを超えるもの 毎メートル 500マイクロボルト 

 

第３９条 

 第 40 条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者（義務船舶局等の無線設備

であって総務省令で定めるものの操作については、第 48 条の 2 第 1 項の船舶局無線従事者証明を受けてい

る無線従事者。以下この条において同じ。）以外の者は、無線局（アマチュア無線局を除く。以下この条にお

いて同じ。）の無線設備の操作の監督を行う者（以下「主任無線従事者」という。）として選任された者であ

って第 4 項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作

（簡易な操作であって総務省令（※３）で定めるものを除く。）を行ってはならない。ただし、船舶又は航空

機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限

りでない。 

 

※３ 施行規則 第３３条 第１項 

 法第 39 条第 1項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第 34 条の 2各号に

掲げる無線設備の操作を除く。 

1. 法第 4条第１号から第 3号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作 

 

郵政省告示 第８９４号 

 （昭和 59 年 11月 24日免許をしない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を定めた告示）昭和 32 年

8 月 3 日の告示第 708 号の改正されたものです。免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数

を定めた告示 

1. 用途模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器又はラジオ・マイク（有

線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置をいう。） 

2. 電波の形式及び周波数 

・電波の型式＝Ａ1Ｄ、Ａ2Ｄ、Ａ3Ｅ、Ｆ1Ｄ、Ｆ2Ｄ、Ｆ3Ｄ 

・周波数＝13.569Ｍｃ、27.120Ｍｃ、又は 40.68Ｍｃ 

 

郵政省告示 第８９５号 

 （昭和 59年 11月 24日ラジコン用発振器推奨規格） 

※昭和 59 年 11 月 24 日にラジコン用発振器として告示 708 号第 2 項に関し、次の規格に適合するものを推

奨すると告示しています。 

 

ラジコン用発振器の推奨規格 

 1. 通信方式は、単向通信方式であること。 

2. 送信設備に使用する電波の周波数は、次のとおりである。40ＭＨｚ帯（現在は 72ＭＨｚ帯も使用され

ている） 
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3. 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、100万分の 40とする。 

4. 発振の方式は、水晶発振方式であること。 

5. 偏重の方式は、振幅変調又は周波数変調であること。 

6. 周波数偏移は、変調の無いときの搬送波より±２ＫＨｚ以内であること。 

7. 変調された電波のスペクトラム分布の包絡線波形において、搬送波の周波数から 10ＫＨｚ離れた周波

数における減衰量は 50デシベル以上であること。 

8. スプリアス発射の強度は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力 

が、基本周波数の平均電力より 40デシベル低い値を許容範囲とする。 

 

 

・外為法（外国為替及び外国貿易法） 

 外為法とは、「外国為替及び外国貿易法」の略で、日本および世界の安全保障上の観点から「問題があると

思われるものは、輸出を規制（制限）する」という個別輸出案件を管理する法律をいう。外為法に違反した

場合には、10年以内の懲役または 1000万円以下の罰金に処される。 

 

外為法（外国為替及び外国貿易法）、輸出貿易管理令、輸出貿易管理令 

別表第 1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 

（各抜粋） 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html 

・参照ＵＲＬ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILe_RECNO=07740&START_P=0&END_P=0 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html 

 

外国為替及び外国貿易法 第４８条 

 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向

地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を

受けなければならない。 

 

輸出貿易管理令 第１条 

 外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号。以下「法」という。）第 48条第 1項に規定する政令で

定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第１中欄に揚げる貨物の同表下欄に揚げ

る地域を仕向地とする輸出とする。 

２ 法第 48条第１項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可

の申請をしなければならない。 

 

輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 

 ※規制の対象となる無人航空機に関する仕様が記載されています。 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILe_RECNO=07740&START_P=0&END_P=0
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
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・産廃法  

 廃掃法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略で、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生

活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。無人機事業者（所有者）が役目を終え

た機体を廃棄する場合は、産業廃棄物の排出事業者として、適正かつ、より環境に配慮した廃棄物処理を行

う責務がともなう。 

 

（産廃物の処理及び清掃に関する法律） 

産廃法（産廃物の処理及び清掃に関する法律）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（各

抜粋） 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 

 ・参照ＵＲＬ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html 

 

産廃法 第３条 

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

 

産廃法 第１９条 第１項 

 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物

若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を生業とする者そ

の他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施

設のある土地若しくは建物若しくは第 15条の 17第 1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃

棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物

処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地

の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃

棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 

 

産廃法 第２条 第１項 

 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動

物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染され

たものを除く。）をいう。 

 

産廃法施行令 第２条  

 法第 2条第 4項第 1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

 

1. 紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、パルプ、紙又

は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、出版業（印刷出版

を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又

は染み込んだものに限る。） 

2. 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、木材又は木製

品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
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物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を

含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。） 

3. 繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、繊維工業

（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限

る。） 

4. 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状

の不要物 4 の 2 と畜場法（昭和 28 年法律第 104 号）第 3 条第 2 項に規定すると畜場においてとさつ

し、又は解体した同条第１項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平

成 2年法律第 70号）第 2条第 6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第 1号に規定す

る食鳥に係る固形状の不要物 

5. ゴムくず 

6. 金属くず 

7. ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁

器くず 

8. 鉱さい 

9. 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 

10. 動物の糞尿（畜産農業に係るものに限る。） 

11. 動物の死体（畜産農業に係るものに限る。） 

12. 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）第 2 条第 2 項に規定する煤煙発生施設、ダイオキシン類対

策特別措置法第 2 条第 2 項に規定する特定施設（ダイオキシン類（同条第 1 項に規定するダイオキシ

ン類をいう。以下同じ。）を発生し、及び大気中に排出するものに限る。）又は次に掲げる廃棄物の焼却

施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 

イ 燃え殻（事業活動に伴って生じたものに限る。第 2条の 4第 7号及び第 10号、第 3条第 3号ヲ並

びに別表第 1を除き、以下同じ。） 

ロ 汚泥（事業活動に伴って生じたものに限る。第 2条の 4第 5号ロ（１）、第 8号及び第 11号、第 3

条第 2号ホ及び第 3号ヘ並びに別表第 1を除き、以下同じ。） 

ハ 廃油（事業活動に伴って生じたものに限る。第 24条第 2号ハ及び別表第 5を除き、以下同じ。） 

ニ 廃酸（事業活動に伴って生じたものに限る。第 24条第 2号ハを除き、以下同じ。） 

ホ 廃アルカリ（事業活動に伴って生じたものに限る。第 24条第 2号ハを除き、以下同じ。） 

ヘ 廃プラスチック類（事業活動に伴って生じたものに限る。第 2条の 4第 5号ロ（5）を除き、以下

同じ。） 

ト 前各号に掲げる廃棄物（第 1 号から第 3 号まで及び第 5 号から第 9 号までに掲げる廃棄物にあっ

ては、事業活動に伴って生じたものに限る。 

 13.燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物（第 1号から第 3

号まで、第 5号から第 9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあっては、事業活動に伴って生じたものに限

る。）又は法第 2条第 4 項第 2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃

棄物に該当しないもの 

 

産廃法 第２条 第４項 
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 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類そ

の他政令で定める廃棄物 

2. 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるも

のに限る。第 15 条の 4 の 5 第 1 項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入国する者が携帯

する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）を除く。） 

 

産廃法 第１２条 第３項 

 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物（環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。）を生ずる

事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管（環境省令で定めるものに限る。）を行おうとするときは、

非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境

省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更し

ようとするときも、同様とする。 

 

 

産廃法 第１２条の２ 第３項 

 事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物（環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。）

を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管（環境省令で定めるものに限る。）を行お

うとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、

あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け

出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

 

・道交法・河川法  

 無人機は上空を飛行するものだが、道路（河川）上を飛行する場合には許可が必要となる可能性がある。

例えば道交法 77条 1項 4号に要許可行為として『道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一

般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為（略）で、公安委員

会が（略）必要と認めて定めたもの』が規定されており、既に、東京都では道路交通規則東京都道路交通規

則 18 条（9）に『道路において、ロボットの移動を伴う実証実験又は人の移動の用に供するロボットの実証

実験をすること』を要許可行為と規定されています。従ってマルチコプターのような形式が「飛行ロボット」

とみなされ、それに伴い許可が必要となる可能性がある。 

 また、緊急着陸時に道路（河川を含む）を使用すると想定している場合、使用許可を申請しなければなら

ない。事前に所轄関係機関との計画の連絡、調整を行う必要がある。 

（法律的には解釈が曖昧な部分があり、道路（河川）上を飛行させる場合には所管官庁との調整が必要とな

ると思われる。） 

 申請様式は別紙 様式-５、６，７ 
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以上、関係法令、規制等について概要を述べたが、運用地域が属する自治体等の個別規制等もあることか

ら、無人機の使用にあたっては運用者が、関係諸機関と調整を行い、必要な許認可、了解を得た上で安全に

運用することが前提条件となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 気象について 

 

第１項 気象の基本知識 

 

マルチコプターを飛行させるには、あらかじめ、現地の天気予報を入手し、現地では雲の動きや気圧の変化

を観測することが、安全に飛行する上で非常に重要です。 天気図や天気予報は、いつどのように飛行計画

を組んだらいいか予測を立てることができます。また、気象に関する基本知識を理解しておくことが求めら

れる。 

 

・気圧とは  

 地球の表面は空気で覆われています。これを「大気」といい、この空気の層を「大気圏」と呼んでいま

す。この酸素を含んだ大気があるために、私達を含めた生物が地球の表面で生きていくことができます。普

段は意識をしていないのですが、空気にも重さがあり地球の引力に引かれています。地表ではその上の空気

の重さが圧力としてかかっています。これを気圧（大気圧）と呼んでいます。

 

物理のかぎしっぽ HPより引用 
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 この圧力の高いところが「高気圧」、低いところが「低気圧」となります。この圧力の高低のアンバラン

スで空気が動き風となり、天気の変化の原動力になっています。 

 

・風とは  

 簡単にいうと、風とは空気の移動です。空気には常に圧力（気圧）がかかっていますが、地球上のどこで

も均等に圧力（気圧）がかかっているわけではなく、高い部分と低い部分があります。これを高気圧、低気

圧と呼んでいます。空気は水と同じように圧力の高いところから低いところに流れていきます。この空気の

流れが風で、天気の変化に大きな影響を与えています。 

 

 

 

 

 

 

https://www.surfersite.com/report/2000-09/index.htmlより引用 

 

 

・風の強さ  

 風は気圧の高いところから、低いところへ流れる空気の移動です。風（風速）の強さは、気圧の高いとこ

ろ（高気圧）と、気圧の低いところ（低気圧）の気圧の差が大きく影響しています。２点間の気圧の差（気

圧傾度）が大きいと風が強くなり、小さいと風が弱くなります。 

 一般的には、高気圧より低気圧のほうが周りとの気圧の差が大きくなるので、低気圧の周辺の方が強い風

が吹きます。中でも台風は中心の気圧が非常に低くなりますので、特に強い風が吹きます。 

 

・高気圧・低気圧の風  

 高気圧とは周りの気圧よりも高いところを表し、低気圧とは周りの気圧に比べて低いところをあら

わします。季節が違えば気圧を表すヘクトパスカルの数値が高気圧よりも高い低気圧もあります。あ

くまでも相対的な関係で高気圧、低気圧と呼んでいます。風は気圧の高いところから低いところに吹

くので、高気圧から低気圧に向かって吹きます。 

 北半球の地上では、高気圧では時計周りに中心から周辺に風が吹き、低気圧では反時計回りに周辺から中

心に向かって回転しながら風が吹いています。南半球では逆になります。 
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松江地方気象台 HP より引用 

 

 図は高気圧、低気圧の断面を示したものです。高気圧の中心付近では下降流があり、このために地上では

気圧が高くなっています。 

 下降流の中では相対湿度が低くなり雲ができにくく、晴れていて天気は安定しています。これとは逆に、

低気圧の中心付近では上昇流があり、地上では気圧が低くなっています。 

 上昇流では雲が発生しやすく、雨が降ったりして天気はよくありません。天気予報で「高気圧に覆われて、

よい天気が続く」とか「低気圧が接近して、天気は崩れるでしょう」などといっているのはこのためです。 

 

・雲とは  

 雲は極めて小さな水滴や氷のかけらでできています。地球の大気（空気）には水蒸気が含まれていて、そ

の量は常に変化しています。非常に蒸し暑い日や爽やかで気持ちのいい日があるのは、空気中に含まれてい

る水蒸気の量が多かったり少なかったりするためです。 

空気中に含まれる水蒸気の量は空気の温度（気温）により大きく変化します。空気１立方メートルに含ま

れる水蒸気は 30度で 30.4ｇですが、16度になると 13.65ｇに減ってしまいます。差し引き 16.75ｇの水分が

水蒸気という気体の状態でいられなくなり液体の水となります、これを凝結（ぎょうけつ）と呼んでいます。

このときに凝結熱という熱を放出しますが、この熱が周りの空気を温め上昇させる重要な働きをします。 

 この水滴は極めて小さいため、落ちること無く空中を漂います。これが 0度になると 4.85ｇしか含むこと

ができなくなり 25.5ｇも余ってしまいます。温度が氷点下になると水滴ではなく小さな氷のかけら「氷晶（ひ

ょうしょう）」になり空気中を漂います。 

 これが空に浮かんでいる雲の正体で、大きく成長すると雨や雪となって落ちてきます。雲粒が成長して霧

粒となり、さらにいくつかの過程を経て雨粒になります。 

 

 

・雲の種類と分布  
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巻雲（まきぐも）  

 しばらく秋晴れが続いた頃に空の高いところにあらわれる雲です。西の空に現れてだんだん空に広がって

いくときは、１日から２日後に天気は崩れる可能性があります。 

 

巻積雲（けんせきうん） 

 いわし雲と呼ばれる高い空に点々と浮かぶ美しい雲です。太陽光が当たっても透き通るようで雲に影はで

きず、青い空に白い雲が浮かんでいます。この雲が現れて広がると翌日には天気は崩れていきます。 

 

巻層雲（けんそううん） 

 空の高いところに薄い膜を拡げたように広がります。太陽光が抜けてくると太陽の周りに暈（かさ）を作

ったりします。これは、この雲は細かい氷でできているため屈折して虹のような輪を作るためです。この雲

が空を覆うと翌日には天気が崩れてきます。「お日さまやお月様が暈をかぶると雨になる」といわれますが、

そのときの雲はこの巻層雲です。 

 

高積雲（こうせきうん） 

 少し低い空に点々と浮かぶ雲で「ひつじ雲」と呼ばれているのがこの雲です。太陽の光をあまり通さない

ので雲の下側に影ができます。この雲が空に増え替わって層状の高層雲が広がってくると雨が降り出すのは

もうすぐに迫っています。 

 

高層雲（こうそううん） 

 この高層雲には高さや形によりいろいろな種類がありますが、層状に全天を覆い太陽光をあまり通さない

ためにうっとうしく、だんだん雲が低く厚くなってくると、いつ雨が降り出しても不思議ではない状態です。 

乱層雲（らんそううん） 

 この雲は雨を降らす雲です。地上近くまで霧がかかったようになり見通しは悪く暗くて、実際には上空の

雲がどんな状態になっているのかはわかりません。すでに雨のまっただ中に入っています。 

 

積乱雲（せきらんうん） 

 夏の入道雲と同じものですが寒冷前線に伴うものはハッキリとした姿を見ることはあまりありません。こ

の雲の下では、時間的には１～２時間と短いのですが、突風が吹いたり激しい雨が降ったり、落雷があった

りして大荒れになり注意が必要です。ただし、梅雨前線や秋雨前線のような停滞前線上では、次々と同じ場

所で発生し、一か所に長時間雨を降らす「集中豪雨」となり大きな被害をもたらすことが度々あり、注意が

必要な厄介な雲になります。 

 

層積雲（そうせきうん） 

 温暖前線に先立って現れます。積雲がかたまったり筋状になったりしています。 

 

積雲（せきうん） 

 移動性高気圧に覆われて安定した天気のとき、青空の低いところにポッカリと浮かんでいます。雲の底が

平らで上部はムクムクと沸き上がりシュークリームのような形をしています。安定した状態にあらわれるの
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で、積乱雲のように発達して悪天をもたらすことはありません。 

 

          

茨城県自然博物館 HP より引用 

 

・雨とは  

 

 空気中の水蒸気（気体）が、雲（液体）になり、成長して雨（液体）や雪（固体）となって降ります。 

 水蒸気を含んだ空気が何らかの理由で持ち上げられると、空気が膨張して飽和点に達し、雲を発生させま

す。この高さを「凝結高度」と呼び、雲の一番底の高さになります。「雲底高度」とも呼ばれています。熱帯

の低気圧では気温が高いため雲はすべて水滴の場合がありますが、日本のような中緯度の低気圧では、上空

は氷点下のため氷で落下を始めます。落下をしながら衝突して成長し、気温が 0 度を超えると溶けて水滴と

なります。 

 冬のように地上まで氷点下のときは氷のまま落ちてきて、雪やあられとなります。溶けきれずに落ちてき

た場合は、みぞれとなります。地上で雪となる温度は、0 度ではなく 3 度ぐらいといわれています。これは

氷が解けるときに、周囲の熱を奪いながら落ちてくるためです。その原動力になっているのが低気圧の中の

上昇気流です。 

 

・天候の変化  

 

 高気圧や低気圧が発生するのは、太陽からのエネルギーと地球規模の熱の移動、地球規模のエアコンのよ

うなものが原因となっています。風が吹いたり雨が降ったりする天気の変化のエネルギーの元は、太陽から

の熱エネルギーです。 

 地球は、太陽の周りを１年かけてひと回り（公転）しています。同時に北極と南極を結ぶ地軸を中心に１

日に１回自転しています。この地軸が地球の公転軸に対して、23.5度傾いています。この傾きが、地球上に

春夏秋冬の四季を作りだしています。 
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北極が太陽側に傾いているときは、北半球に太陽からのエネルギー放射が多くなり、北半球が夏になり、

南半球は放射が少なくなり冬となります。逆の方向に傾くと、逆に北半球は冬に南半球が夏になります。北

極や南極で夏半球のとき、太陽が沈まない白夜や、冬に日の登らない昼間があるのはこのためです。 

また、地球の半面に太陽放射が当たり自転しているために、１日に昼と夜があります。昼は太陽の放射を

受けて温度が上がりますが、夜になると太陽からの熱が入らなくなり、反対に地表から赤外線が宇宙空間に

逃げ（赤外放射）、温度が下がります。このために地球の表面では、昼間は気温が高くなり、夜から明け方に

かけて気温が下がっていきます。 

 地球の天気の源である太陽からのエネルギーは、日の当たる角度（入射角）が 90度のときが最高で、角度

が小さくなるほど伝わるエネルギーは小さくなります。 

 地球上では赤道付近が太陽から受けるエネルギーが大きく、両極は小さくなります。地球から出ていく赤

外放射（地球放射）との差引で赤道付近はどんどん暑くなり、両極ではどんどん冷たくなります。 

 そこで、中緯度に低緯度の温かい空気と高緯度の冷たい空気との境目ができます。この境目は南北の温度

の差が狭い範囲で非常に大きく（温度傾度が大きいといいます）、この温度差を原因として上空に強い風の帯

ができます。これが偏西風帯と呼ばれる風で、北半球と南半球の中緯度にともに常に西風が吹いています。

低緯度と高緯度の温度差が大きくなれば風速も大きくなりますが、これが「ジェット気流」と一般的に呼ば

れています。気象の世界では強風軸とも呼んでいます。 

 この大気の温度差を緩和するために、大気はいろいろな動きで、熱を南北に輸送しています。１つは赤道

付近で暖められて空気が上昇し南北 30度付近に下降し、中緯度の冷たい空気が赤道付近に流れていく「ハド

レー循環」に代表される、鉛直方向の大きな対流現象（大気大循環）です。 

 もう１つは、低緯度の暖かい空気と高緯度の冷たい空気の境目に偏西風が流れていますが、この偏西風が

蛇行することにより北半球では低緯度の暖かい空気が北へ、高緯度の冷たい空気が南（南半球では反対）に

輸送されて混じりあい温度を平均化しようとする働きです。この偏西風蛇行を傾圧（けいあつ）不安定波と

呼び、移動性高気圧や温帯低気圧が発生する原因となっています。この他にも海の表面海水が南北に熱を輸

送する海流や、地球規模で深い海を流れている海洋深層海流などが地球エアコンとして働いています。 

 先に地球の低緯度付近と高緯度付近の温度差を緩和するために、暖気と寒気が南北に移動し、そのために

境目にある偏西風帯が蛇行する（傾圧不安定波）と説明しました。偏西風は上空を流れていますので、地上

では直接感じることはできませんが、大気の中上層に大きな影響を与えています。 

大気の厚みは、基本的に赤道付近では厚く、極付近では薄くなっています。偏西風の蛇行が極側に膨らん

だところが気圧の峰（リッジ）、赤道側に膨らんだところを気圧の谷（トラフ）と呼んでいます。天気図の気

圧の等圧線を、地形図の等高線に見立てると、尾根筋や谷筋と同じように見えます。 

地上では、この上空の気圧の峰の前面に移動性高気圧ができ、気圧の谷の前面に温帯低気圧ができて発達

します。これらの上空の気圧の峰や谷、地上の移動性高気圧や温帯低気圧は上空の偏西風の影響を強く受け

ています。 

偏西風の蛇行はいつも決まったところに止まっているのではなく、常に西から東へと、大きくうねったり

小さくなったりして移動しています。上空の気圧の峰や谷、地上の移動性高気圧や温帯低気圧も、偏西風の

蛇行に対応して西から東へと移動しています。日本がある中緯度では、天気が西から東へと変わっていくの

はこの影響です。 

このように偏西風の影響を強く受ける秋から春にかけて、移動性高気圧が日本付近を通過すると、続いて、

温帯低気圧がやってきて、それが過ぎるとまた移動性高気圧がやってきます。3～4日周期で天気が変化する
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のはこのためです。夏の太平洋高気圧や台風などの熱帯低気圧は、この傾圧不安定波とは違う原因で発生し

ています。太平洋高気圧は、大気の鉛直循環の下降するところにできる、中緯度高圧帯と呼ばれる規模の大

きな高気圧です。熱帯低気圧は赤道付近の大量の水蒸気を発達のエネルギーにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 日本の気象 

 

・日本周辺の気団  

 

 1,000ｋｍを超える広くて地形変化の少ない場所に空気が１週間以上の長い時間とまっていると、その場

所の寒暖・湿乾の特徴を持った気団となります。気団とは「広い範囲で水平方向にひろがった、ほぼ一様な

性質の空気の塊」のことです。 

 日本付近は偏西風の影響を受け、気団の発達する地域ではありませんが、季節により性質の異なる気団に

覆われ、強い影響を受けています。日本の四季の変化が激しいのはこのためです。 
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          日本の気候 HP より引用 

 

シベリア気団（大陸性寒帯気団） 

 シベリア大陸で発生する気団で、大規模な放射冷却で地上付近の空気が冷やされた寒気で冬に日本に寒波

をもたらします。本来は乾燥しているのですが、日本海を超えてくるときに水蒸気をたっぷり吸収して日本

海側に雪を降らせます。 

 

オホーツク海気団（海洋性寒帯気団） 

 梅雨・秋霖の季節に発生する海洋性の寒冷・湿潤な気団。この気団と小笠原気団との間に発生する前線が

梅雨前線となります。この気団から吹出する北東風が「やませ」で、梅雨時から夏にかけ北海道や東北に低

温や日照不足をもたらし冷害の原因になったりします。 

 

小笠原気団（海洋性熱帯気団） 

 北太平洋の亜熱帯高気圧で発生する高温多湿の気団。夏に関東から西日本、南西諸島まで張り出し暑くて

湿度の高い安定した天気をもたらします。 

 

揚子江気団（大陸性寒帯気団） 

 中国大陸の揚子江周辺に発生する温暖・乾燥の気団。春と秋に移動性高気圧となって好天をもたらします。 

 これらの気団が、季節によりそれぞれ優勢になり、日本列島を支配します。 

 

 冬期は、シベリア気団の高気圧が発達し、オホーツクに低圧部ができて西高東低の冬型の気圧配置が優勢

になります。 

 春は、シベリア気団の勢力が弱くなり替わって揚子江気団が張り出し、移動性高気圧となり日本列島を通

過します。その後に低気圧が発生して続き、高気圧、低気圧が交互に通過し、好天・悪天が周期的にくり返

します。早春の頃に日本海で低気圧が発達し南からの暖かい風が強く吹くことがあります。これを「春の嵐」

といいますが、特に最初に吹く風を「春一番」と呼んでいます。 

 初夏は、オホーツク海高気圧が発達し、同時に小笠原気団の太平洋高気圧も発達してきて、日本列島上に

停滞前線が現れます。これが「梅雨前線」です。このオホーツク海高気圧の勢力が強いと関東、西日本で梅
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雨明けが遅れたり、夏の天気が不安定になります。また、北海道や東北では寒い夏になったりします。 

 盛夏は、小笠原気団の太平洋高気圧に覆われ、安定した暑い日が続きます。日本列島は夏期にこの太平洋

高気圧に覆われるため、台風が接近することができずに大陸方面に向かいます。逆に太平洋高気圧の勢力の

弱い年には、高気圧の縁を回って夏に台風が日本列島に接近したり、上陸したりすることがあります。 

 秋期は、太平洋高気圧が後退し、一時的に梅雨に似た秋雨前線が停滞しますが、大陸の乾燥した涼しい移

動性高気圧がやってきて、爽やかな秋空となります。春と同じく移動性高気圧と低気圧が交互に通過するよ

うになり、「秋の天気は変わりやすい」という諺のもとになっています。 

 晩秋には、シベリア高気圧が優勢になり、一時的に強い冬型となるなど、寒暖を繰り返しながら冬に向か

っていきます。この晩秋の最初の強い冬型を「木枯らし一号」と呼んでいます。 

 

 

・前線について  

 

温帯低気圧には前線が付いているのが特徴です。温帯低気圧は暖かい空気と冷たい空気が接するところに

発生しその温度差をエネルギー源として発達します。暖かい空気と冷たい空気が左右に接すると、冷たい空

気は暖かい空気の下に潜り込み、暖かい空気は冷たい空気の上にいこうとします。最後は、冷たい空気の上

に暖かい空気が載るように位置関係が変化します。このときに空気の動きが風になり、上昇気流を起こして

雲を作り、雨を降らせます。 

この冷たい空気と暖かい空気の接する面を「前線面」といい、地上に接しているところを天気図は「前線」

として線で表していますが、実際には立体的な構造をしています。前線には寒気と暖気の接し方により、い

くつかの種類があります。 

         

小学館 HP より引用 

 

前線の種類 

 寒冷前線は、低気圧の南西にあり暖気の下に寒気が潜り込んで激しい上昇流を起こし、積乱雲のような対

流性の雲を作り、短時間に強い雨、驟雨（しゅうう）を降らせます。特に強い寒気が入ってきた場合は、雷

や突風を伴った集中豪雨になることもあります。 

 温暖前線は、寒気の上に暖気が面状に乗り上げ層状の雲で覆われ、広い範囲にシトシト雨、地雨（じあめ）

を降らせます。しかし、積乱雲があるときは、強い雨が降るところもあるので油断はできません。 

 



32 

 

          

http://www.yonden.co.jp/life/kids/museum/science/weather/006-p04.html より引用 

 

 閉塞前線は、温暖前線より寒冷前線の進む速度が早く追いついたときに現れます。このときの低気圧は、

発達のピークにある場合が多いです。 

停滞前線は、梅雨前線や秋雨前線で寒気団と暖気団の境目にでき、西から東へと移動せずに同じ場所に停

滞しているので、停滞前線と呼ばれています。低気圧に付属するのではなく、前線上に小さな低気圧を並べ

ることがあり、南北に移動して雨を降らせたりするため、動きの予測のしにくい前線です。 

台風や高気圧の後縁の縁辺（えんぺん）流のような暖かい湿った空気の流れとの組み合わせで集中豪雨が

良く起こりやすく、気をつけなければならない前線です。 

 

 

・温帯低気圧  

 

日本列島がある中緯度では、通常、低気圧といえば「温帯低気圧」を指します。この温帯低気圧は、上空

の偏西風に流され原則的に西から東に移動します。 

温帯低気圧は、台風のように中央に眼があり同心円的に反時計回りに渦がまいていません。基本的に、温

帯低気圧の中心の前面には温暖前線が、後面には寒冷前線があります。台風（熱帯低気圧）には、中心から

延びる前線はありません。 

 

http://www.yonden.co.jp/life/kids/museum/science/weather/006-p04.html
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https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E5%89%8D%E7%B7%9A より引用 

 

 温帯低気圧は温度差が、熱帯低気圧は水蒸気が発達の原動力になっており構造も違っています。温帯低気

圧では前線の南側には暖気があり南西よりの風が吹いており、北側には寒気があり後面では北西の風が吹い

ています。 

 断面図では温暖前線の前面では寒気の上に暖気が乗り上げ滑りながら上昇しています（滑昇）。ここに上昇

流が発生し雲（層状雲）ができて雨（地雨）が降っています。寒冷前線付近とその前面では暖気の下に寒気

が潜り込み激しい上昇流のために雲（対流雲）が発生し短時間に強い雨（しゅう雨）が降っています。 

 このように低気圧の周辺では上昇流があり雲が発生して雨が降っています。低気圧が接近すると天気が悪

くなるといわれるのはこのためです。 

 

 

・雷雨  

 

 日本では、初夏から秋にかけて一時的に雷雨が発生し、強い雨と急激な気温の低下がおこります（夕立）。

雷雨は、落雷で停電を引き起こしたり、雹（ひょう）で農作物に被害を与えたり、短時間に強い雨を降らせ

て浸水して被害を出したりします。 

 雷雨は、入道雲（雄大積雲や積乱雲＝対流雲）の発生が大きな原因です。雷雨にはいくつかの種類があり

ますが、すべての雷雨には３つの条件が組み合わさって起こります。その３つの条件は次の通りです。 

 

１． 湿った空気がある 

２． 大気の状態が不安定である 

３． 上昇気流がある 

 

以上の条件がそろったとき、積乱雲が発達して雷雨となります。 

 

１．湿った空気がある 

 日本列島は周りを海に囲まれています。海からは常に大量の水蒸気が大気に蒸発し、供給されています。

特に太平洋には黒潮という暖流が流れており海水温度が高く、その分流が日本海にも流れ込んでいます。そ

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E5%89%8D%E7%B7%9A
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のため太平洋上には湿った温かい空気が大量にあり、温帯低気圧に吹き込む風や、移動性高気圧の後ろを回

り込む縁辺流や、熱帯低気圧（台風）などの影響による南風が、常に日本列島上に流れ込んできます。冬に

は日本海が水蒸気の供給源になります。 

 

２．大気の状態が不安定である 

 下層に湿った温かい空気があり上層に乾いた冷たい空気が存在すると、温かい空気は上昇し、冷たい空気

は下降して、混じりあい温度差をなくそうとします。このため大気は上昇流・下降流が入り乱れ、不安定な

状態になります。湿った温かい空気は、いったん上昇を始めると、水蒸気が水滴（雲）になるときに出す「凝

結熱」により、さらに上昇を続けます。この働きにより、１万メートルを超える積乱雲が作られます。 

 

３．上昇気流がある 

 大気の状態が不安定なとき、地上近くの空気が「何かの力」で持ち上げられた場合に、どんどん上昇して

いくことになります。このとき最初のきっかけとなる、何かの力が「上昇流」です。雷雨を発生させる対流

雲（雄大積雲・積乱雲）を発達させるきっかけとなる上昇流は、その発生メカニズムの違いから、いくつか

の種類があります。 

 

地表面が暖められて起こる上昇流 

 地球のエネルギー源は太陽であると説明しました。大気も太陽の熱により暖められますが、それは直接空

気が太陽熱で暖められるのではなく、地表面が暖められ、接している付近の空気が暖められます。地表近く

で暖められた空気は、周囲の空気よりも軽くなり上空に昇っていきます。やがて上空に昇った温かい空気は

周囲の冷たい空気に熱を渡し、周りと同じ温度になります。このようにして大気は暖められます。 

 ただし、地表面は、その状態により太陽熱を受けたとき、暖まり方が異なります。例えば、森や草原は暖

まりにくく、砂漠やアスファルトの多い都市では早く暖まります。このため地表面によって、よく暖められ

る空気と余り暖まらない空気に、バラツキが出ます。周りの空気より、より高温に暖められた空気が、より

早く高く上昇して上昇気流となります。 

 都市部が周りの郊外より気温が高くなる現象は「ヒートアイランド現象」と呼ばれ、都市部で雷雨が起こ

る原因ともいわれています。このタイプは夕立ちと呼ばれる「熱雷」で、夏の暑い日の午後に現れます。 

 

前線による上昇流 

 前線による上昇流前線は、温度や湿度が異なる空気が接している面、地上に接しているところを「前線」

と呼んでいます。前線では、温かい空気が下に潜り込んだ冷たい空気のために持ち上げられていますが、特

に寒冷前線では、急激に持ち上げられ、激しい上昇気流が発生します。この原因による雷雨は「界雷」と呼

ばれ、寒冷前線の通過とともに起こることが多いため、一日中いつでも発生します。 

 

地形による上昇流 

 下層の湿った空気が山脈に当たり、強制的に持ち上げられて上昇流となる場合があります。梅雨時や秋雨

のとき、南から湿った温かい空気が大量に流れ込み（湿舌といいます）、九州、四国、紀伊半島の南東斜面に

ぶつかり上昇流となって対流雲を成長させ、雷とともに大雨を降らせることがよくあります。 

 また、冬に西高東低の気圧配置になり、大陸からの乾燥した冷たい空気（冬の季節風）が温かい日本海を
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渡るとき、大量の水蒸気を吸収して、日本列島の山脈（脊梁山脈）にぶつかり上昇流が発生して、日本海側

に大量の雪を降らせます。このときも積乱雲が発達して「一発雷」と呼ばれる雷が轟くと、大雪になります。

このケースも、湿った温かい空気や冬の季節風が強まったときに起こり、１日中いつでも発生します。 

 

 

・集中豪雨  

 

 梅雨期や秋雨の頃、停滞前線が日本列島上に停滞していて局地的に大雨が降ることがよくあります。浸水

やがけ崩れなどの災害が起こり、被害が出て新聞・テレビなどで「集中豪雨」とよく報じられます。この「集

中豪雨」という用語は、正式な気象用語ではなくメディアで使われ出した用語で、現象をよく表現している

ためか定着し、気象関係でも使われるようになりました。 

 しかし、どれくらいの時間に何ミリ以上の雨が降るときを指す、という正確な定義はありません。一般的

には、１時間に 30ミリを超えるような激しい雨が、「集中豪雨」と呼ばれています。 

集中豪雨は、日本列島上に梅雨前線や秋雨前線のような停滞前線が停滞しているときに多く発生します。 

              
気象庁 HPより引用 

 

 集中豪雨は、日本列島上に停滞している停滞前線（梅雨・秋雨前線）に、温かく湿った気流（暖湿流）が

流れ込んでくると発生する可能性があります。この暖湿流は、台風と太平洋高気圧により送り込まれてきま

す。台風の周りでは、風は反時計回りに大きな渦をまいて風が吹いています。台風が日本列島の南西に進ん

でくると、南よりの風となり吹き込んできます。 

 一方、太平洋高気圧が日本列島の南東にあると、高気圧の縁辺を時計回りに吹く風が南よりになり、暖湿

流を送り込んできます。ほとんどはこのどちらかのケースですが、まれに２つが重なることもあります。 

 前線付近では、大気の状態が不安定になっており、前線上に小低気圧が連なっていることもあります。こ

のとき、上空に冷たい乾燥した空気が流れ込んでいると、なお一層大気の状態が不安定になり、強い上昇流

が発生して成層圏付近まで達する積乱雲が発達し、強い雨とともに雷や突風をもたらします。また、上空に

ジェット気流があると、上昇した空気の逃げ道ができて上昇流を強化するともいわれています。 

 下層では暖湿流が舌状になって日本列島付近に延びてくることがあります。これを「湿舌」と呼んで集中

豪雨を持続させる働きをします。このときの「湿舌」の中では、暖湿流の強い風の流れがあり、これを「下

層ジェット」といい、集中豪雨の発生の目安となります。 

 また、集中豪雨は局地の地形にも影響を受けます。太平洋側の南西側や南東側の斜面は、上昇流発生の要

因になっており注意が必要です。内陸部でも沿岸部で発生した雲が次々に送り込まれ、１カ所に集中豪雨を
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もたらすことがあります。 

 現在の予報技術では、このような環境になることは、高い確率で予測することが可能です。しかし、集中

豪雨が発生する可能性が高いことは予測できても、いつごろどこで発生するかまでは予測することはできま

せん。これは、極めて小規模な現象が短時間に変化しながら起こるためで、集中豪雨が発生する環境になっ

た場合は、いつ発生しても対応できるようにレーダーなどで注意をしている必要があります。 

 

 

・台風  

 

 低緯度で発生した熱帯低気圧が発達し、最大風速が 34 ノット（約 17m/ｓ）以上になった強い熱帯低気圧

を、日本付近では「台風」（タイフーン）と呼んでいます。基準が少し異なりますが、アメリカでは「ハリケ

ーン」、インド洋に発生するものは「サイクロン」と呼びます。 

 日本付近の中緯度帯で天気に大きな影響を与えている温帯低気圧とは、構造や発達のメカニズムは異なり

ます。温帯低気圧は低緯度の温かい気団と高緯度の冷たい気団が接する中緯度で、寒気と暖気が混じりあう

ときの温度差を、発達のエネルギー源としています。このため寒気と暖気が接するところに前線ができるの

が特徴です。図 5.24は温帯低気圧を模式的に示した図です。 

 一方、熱帯低気圧は水蒸気が雲となる（凝結）するときに発生する熱（潜熱）を、主なエネルギーとして

います。低位緯度の熱帯域の海上では海水温度が高く、常に大気の状態が不安定に 

なっており、いくつもの入道雲（対流雲）が発生します。この雲がまとまり渦を巻くようになり熱帯低気圧

が発生します。図 5.23のように低気圧的な回転運動が強くなると、下層の地上付近の湿った空気は摩擦のた

めに中心に向かいます。中心に集まった（収束した）湿った空気は、上昇流となり上空へと向かいます。 

 上昇した湿った空気は雲となり（凝結し）、凝結熱（潜熱）を放出して周りの空気を暖めます。暖められた

空気塊はさらに上昇し中心部の気圧を低くします。気圧の低くなった中心部に向かってさらに強い風が吹き、

さらに多くの水蒸気を中心に送り込みます。これをくり返して発達し台風となりさらに発達することになり

ます。熱帯低気圧（台風）は、海水温度が 27度以上あると水蒸気が補給され発達するといわれています。発

達して回転速度が高まると、中央に風と遠心力で「台風の目」ができます。 

               ざわざわ走り書き HP より引用 
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 よく発達した熱帯低気圧の目は約 10キロになり、その周辺には「アイウォール」と呼ばれる激しい対流雲

があり、その外側ではらせん状の対流雲列があります。台風の目の中には、下降流があり雲が無く、晴天域

となっています。中心の目付近の風は弱く中心から 50～200 キロ付近（台風の大きさにより差があります）

が、最も強くなります。鉛直方向では、地上の摩擦の影響がなくなる 1,000～2,000メートル付近で、最も強

くなります。熱帯低気圧は上陸した場合、水蒸気を補給することができない上に、地上との摩擦抵抗により

急速に衰えます。 

 また、海水面温度が 26度以下になっても、水蒸気の蒸発量が少なくなり補給ができなくなり衰えます。日

本付近を通過する熱帯低気圧（台風）は、一般的には日本列島に接近する前に発達のピークを迎え、少し衰

えながら接近、上陸します。その後、急速に衰え北海道付近を通過後、温帯低気圧に変わるのが一般的です。

温帯低気圧に変わるとき、付近に冷たい空気があると、温帯低気圧として再び発達することがあります。 

 

台風の進路 

 図は、太平洋高気圧の張り出しと台風の進路の関係を示したものです。台風の進路は、6 月頃までは中国

大陸方面に進み、7月、8月、9月には日本列島に接近、上陸し、10月以降は日本列島の東の海上を北上する

といわれています。 

 台風は太平洋高気圧の中を基本的に突き進むことができず、縁を回り込むように進み北緯 

30 度付近で方向を変え、上空の偏西風に流され速度を上げて北東に進み日本列島から遠ざかります。その年

により、太平洋高気圧の勢力には強弱があり、同じ年でも強弱をくり返しています。太平洋高気圧の張り出

し状態により、季節外れの台風の接近があるので、何月かで進路の判断をするのではなく、天気図の太平洋

高気圧の張り出し具合を見て、接近の可能性を考えてください。 

 太平洋高気圧の張り出し具合は、ＨＢＣの専門天気図の 500hpa、偏西風は 200hpa の高層天気図を見れば

よくわかります。ただし、接近や上陸の可能性が出てきたときは、気象庁の台風情報を参考にしてください。

台風の進路予想は大変難しく、一般の天気予報に比べ精度は高くありません。発表ごとに速度、方角は変化

しますので、常に最新情報を確認する必要がある。 

 

               www.eonet.ne.jpより引用 

http://www.eonet.ne.jp/
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台風の進路の見方 

 進路予想図には台風の現在位置と暴風域と強風域が円で表されています。その上に表示された時刻に中心

が到達していると、予想される位置を予想円として表示されます。予想円の外側には中心が予想円に入った

場合、暴風域に入る可能性のある区域を暴風警戒域として表示しています。 

 

            

気象庁 HPより引用 

 

予想円に入る確率は 70％で、暴風警戒域から外れているので安心というわけにはいきません。 

常に最新の情報をチェックしていなければなりません。 

台風の進行方向 

 台風が接近してくる場合は台風情報をチェックするのがベストですが、風の変化でも台風のおおまかな動

きを知ることができます。自分のいる場所での風向きの変化が時計回り（順転）の場合は台風の中心の進行

方向の右側、反時計回り（逆転）の場合は進行方向の左側に入ります。 

 東よりの風が変わらずだんだん強くなる場合は、中心の進行線上にあたる可能性が大です。地上の風は摩

擦を受けて変化するので、地上の影響を受けない中層の雲の動きを参考にしてください。さらに、時計など

に付いている気圧計があれば、かなりの精度で接近や通過を知ることができます。 

 

             

           detail.chiebukuro.yahoo.co.jp より引用 
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 図のように台風の進行方向の右側は台風の進むスピードと風速がプラスされ、進行速度が速くなるととも

に、風が強くなる傾向がありますので注意が必要です。しかし、図の説明は、気象学の教科書に載っている

一般的な現象ですので、台風によってあてはまらない場合があるので、決めつけは危険です。 

 

 

・日本の代表的な四季の天候  

 

春の嵐（メイストーム） 

 春も 4 月に入ると寒気の吹出しも少なくなり、ぐっと暖かくなり定期的に通過する移動性高気圧に覆われ

て、好天が続くようになります。山も厳しい冬から残雪期に向かい、好天が続けば快適な登山を楽しむこと

ができるようになります。このころ日本海に発生した低気圧が急速に発達しながら北日本を通過することが

あり、日本列島は大荒れの天気になります。中心気圧が１日で台風並みにまで発達することがあり、「爆弾低

気圧」とも呼ばれています。 

               気象庁 HP より引用 

 低気圧が日本列島を通過するとき、付属する寒冷前線が横切ります。稜線では初めは暖かい南風が強く吹

きこみますが、寒冷前線が通過するときには積乱雲が発達し、局地的に非常に強い雨が降ったり突風が吹い

たりします。場合によっては雷が発生し、落雷に襲われることがあります。 

 寒冷前線が通過すると風向きが北西よりの風に変わり、寒気が流れ込んで急に気温が下がり冷たい風が吹

き荒れることになります。寒気の強さにより冬の吹雪のような天気になり、大変危険な状態になります。吹

雪にならなくとも雨に濡れて冷たい強風にさらされれば、低体温症で遭難ということもあります。 

 「爆弾低気圧」が発生したときは、山小屋などに遭難し、無理な行動は絶対にしないことです。この発達

する低気圧の上空には、深い気圧の谷と、強い寒気があり、爆発的な発達のエネルギー源となっています。

日本列島を覆っていた移動性高気圧が東に去ろうとしているとき、日本海西部に低気圧が発生したら、最初

は小さな低気圧であっても「爆弾低気圧」に急に変身する恐れがあります。このようなときは、中国東北部

辺りの上空に深い気圧の谷と、強い寒気が南下してきているかどうか、必ず確認してください。 

 

太平洋高気圧 

 ７月も半ばが過ぎると太平洋高気圧が勢力を強め、末頃に一気に梅雨前線を押し上げて梅雨が明けます。

７月の末から８月の半ばにかけて、太平洋高気圧に覆われ安定した日が続きます。この太平洋高気圧は高温

で蒸し暑い空気をもたらし猛暑日や熱帯夜が続きます。太平洋高気圧も、7日から 10日ほどの周期で、強弱

をくり返しています。この勢力が弱くなった時期に、北海道の北辺りで寒気を伴った低気圧が通過し、北海

道、東北の天気を崩すことがあります。 
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 また、オホーツク高気圧の勢力がなかなか衰えなかったり、太平洋高気圧の勢力がなかなか強くならない

年があります。そんな年は、東北や北海道の気温が上がらず寒い夏になったりします。また、東北から関東

にかけてオホーツク高気圧からの「やませ」と呼ばれる冷たく湿った北東風が流れ込み、毎日うっとうしい

日が続き、日照不足になります。この低温と日照不足で農作物の生育が悪く冷害になることがあります。 

 

             

気象庁 HP より引用 

 

 梅雨があければいよいよ夏の到来です。夏といえば、雷のシーズンですが、ドローンの操縦中に雷には会

いたくないものです。急にやってきたり、どこから雷撃を受けるかわからず、直撃されれば命を落とすこと

もあります。安定した夏に起こる雷は、強い日差しで地表が暖められ接する空気が上昇気流をつくり、積乱

雲が発達して、雷となります。上空に寒気が入ってきたときに、地上と上空の温度の差が大きくなり、大気

の状態がダルマを逆さまにしたように大変不安定になり、下層の暖められた空気が強い上昇流となって急激

に積乱雲を発達させます。 

 安定した夏型の気圧でも、上空に寒気が入ってくることがあるので、高層天気図の 500hpa や 700hpa で雷

が起きやすいかどうかを確認してください。諺で「雷三日」といいますが、これは上空に入った寒気が通過

するのに３日ほどかかるためで、その間は雷が続くということです。 

 

秋晴れ 

 ９月も中頃を過ぎると太平洋高気圧の勢力も衰え、代わって大陸の高気圧が勢いを増してきます。この頃

になると大陸から移動性高気圧が日本列島上を通過して「秋晴れ」を持ってきてくれます。 

 

             

気象庁 HP より引用 
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 「娘心と秋の空」といわれるように秋の天気は変わりやすいといわれています。移動性高気圧が通過する

と、代わって低気圧が通過して天気は崩れます。この低気圧の通過後にはまた移動性高気圧がやってきます。 

 図のように、高気圧の上空に寒気が伴ってなく高気圧が続いてくる場合や、横に広く帯状になっていると

きは、好天は比較的持続します。 

 ただし、気をつけなければならないのは、シベリア辺りには寒気が入ってくる頃なので、次にくる移動性

高気圧に寒気が伴っているかどうかを確認する必要があります。寒気がなければ晴天に恵まれることが多い

ですが、寒気が伴っていれば、秋を飛び越し初冬のように強い北風が吹き雪やミゾレに降られることになり

ます。 

 

木枯らし 

 秋も深まってくると移動性高気圧と低気圧が定期的に交互にやってきて、晴れたり崩れたりしながら気温

が低くなってきます。特に日本の南岸や朝鮮半島付近で低気圧が発生すると、東進して寒気の南下とともに

急速に発達し、冬型の気圧配置になり季節風が吹出すことがあります。 

 これを一般には「木枯らし」と呼んでいて、一時的に冬のような天気になります。中国の二十四節気では、

霜降（10月 23 日頃）から立冬（11月 7日頃）までの間に吹く冷たい北風を「木枯らし」といい、木の枝に

残った枯れ葉を冷たい北風が吹き飛ばし冬枯れの景色にすることを「木枯らし」と呼んでいます。しかし、

中国と日本の気候は異なり文化伝統も違いますのでそのまま当てはめることはできません。気象学の世界で

は、気象学会編の気象学辞典によると「木枯らし 1号」は、「10月半ば頃から 11月末までの間で、初めて吹

く木枯らしをいう、東京大阪では立冬のころに吹くことが多い」とされています。 

 秋の後半のポイントは、大陸の寒気の動向がもっとも重要なので、常に寒気に注意していることが必要に

なります。 

            

気象庁 HPより引用 

 

西高東低 

 12月も半ばを過ぎるとシベリアの高気圧が勢力を強め、アリューシャン列島付近では低気圧が発達し、日

本列島付近の等圧線が南北の縦に並び、大陸からの季節風が強く吹き付け、西高東低の典型的な冬型の気圧

配置となります。 

 この冬型の気圧配置は 12 月末から 2 月中頃までずっと続くわけでなく、約 5～6日周期で冬型が強まった

り弱まったりしています。また冬型の強さにも周期性があるといわれ、最初の寒波から次の寒波までの日数

を数えれば、その日数後に次の寒波がくるといわれています。 

 型も強まったり弱まったりしているといいましたが、そのサイクルは、西高東低の気圧配置で大陸から強
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い季節風が吹き、日本海側では雪が降り山間部では吹雪となります。衛星写真では日本海の筋状の雲があら

われます。 

 

            

気象庁 HP より引用 

 

 西高東低の冬型が緩み高気圧が移動性となって日本列島上を通過すると、移動性高気圧の後面の日本海西

部や日本列島の南岸に低気圧が発生します。低気圧が発達しながら東進し、三陸沖で台風並みに発達します。 

 このとき日本海西部に発生し日本列島を横断する低気圧を「日本海低気圧」と呼び、九州付近で発生し日

本列島南岸を北東に進む低気圧を「南岸低気圧」と呼んでいます。また、日本海と南岸に発生した２つの低

気圧がともに、東進する「二つ玉低気圧」や、中国東北部や沿海州で発生し北海道やサハリンを通過して千

島列島付近で猛烈に発達する「シベリア低気圧」などがあります。 

 気圧が発達しながら日本列島東方海上で発達すると同時に寒気を伴った大陸の高気圧が張り出し、西高東

低の冬型になり大陸から季節風が吹出し日本海に筋雲ができ、日本海側は雪となり山岳部は吹雪となります。 
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・南あわじ市特有の気象  

 

 淡路島は、大阪湾と瀬戸内海、紀伊水道に囲まれた南北 53 ㎞、東西 22 ㎞、周囲 203 ㎞の兵庫県最南

端の島で、瀬戸内気候に属します。その淡路島の南部地方が南あわじ市となります。 

 瀬戸内気候は温暖で（年間平均気温 16℃）雨は比較的少なく（年間降水量約 1300 ㎜）、冬でも積雪

はほとんど見られません。夏の暑さは、水田や山地が多いことから都会よりも数度気温は低く感じられ

ます。ただ、南あわじ市は、紀伊水道を通じて太平洋に面している為、暖候期には太平洋気候区の特徴

も現れます。梅雨期と台風期は、太平洋から直接流入する暖湿気流の影響で大雨が降ることがあります。

また、春先から梅雨期にかけては霧の発生も多くなります。 

 

     

グーグルアースプロより引用 

 

 マルチコプターの航行には、温暖、少雨は最適な条件ではありますが、南あわじ市は三方を海に囲ま

れており、山も比較的に低いことから、遮られることなく海風が市内を吹き抜けます。特に、冬季に三

原平野に向け、瀬戸内海側から吹く北西の風は、強風かつ低温で、西高東低の気圧配置時には、吹き続

きます。南淡地区の年間平均風速は 2.6ｍ/ｓあり、マルチコプターの航行には、常に風を意識すること

となります。気象情報をこまめに確認したり、突風等の対策は事前に計画していなければなりません。

南あわじ市特有の気候を充分に把握しておき、安全なマルチコプターの航行を行うようにしましょう。 
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第５章 電波について 

 

第１項 電波の基本知識 

 

・電波とは  

 

 テレビや携帯電話など、「電波」は生活の中でなくてはならないものとなっています。電波は、電磁波の一

種です。まず、電磁波（electromagnetic wave）とは、『電界』と『磁界』がお互いに影響しながら大きくな

ったり、小さくなったりしながら伝わる、波（波動）です。現代科学において電磁波は波と粒子の性質を持

つとされ、波長の違いによりさまざまな呼称や性質を持ちます。通信から医療に至るまで、数多くの分野で

用いられています。電波は光や音波などと同様に、空間を伝播する性質があります。伝播速度は光速と同じ

であり音（音速）より速いです。電波は宇宙空間のような何もない空間でも、伝播することができます。な

お、音の伝播には気体、液体、固体いずれかの振動媒質が必要です。 

『電界』・・・電気的な力を帯びた周囲の空間 ｛電界の単位 Ｖ/ｍ（ボルト パー メーター）｝ 

『磁界』・・・磁気的な力を帯びた周囲の空間を磁界 ｛磁界の単位 Ｇ（ｍＧ）（ガウス ミリガウス）｝ 

 

直流電流における電磁波 

 直流電流が流れると、電流の周りに磁界が発生します。しかし、直流電流なので電流値が時間変化しない

ので、その周りの磁界も時間変化しません。つまり磁界が変化しないということは、電界が発生しません。

（磁界の発生のみ） 

 

交流電流における電磁波 

 電磁波は、電界と磁界が互いに影響し合いながら、空間を伝わっていく波のことです。時間変化する電界

から、時間変化する磁界が発生し、また新たな時間変化する電界が発生、さらに時間変化する磁界へ……と

伝わり広がっていきます。 

 金属などの導体に電流が流れ、その周りに磁界が発生します。電流の向きが交互に変わると磁界の強さが

変わります。それにより新たに電界が発生し、また新たに磁界が発生します。電磁波は、このように磁界と

電界が交互に発生し、伝わっていく波です。 

 

右ねじの法則（右手の法則） 

 右ねじの法則とは、電流と磁場（磁束）の向きに関する法則のこと。日本における呼び方です。 

電流を右ねじが進む方向に直進させると、磁場が右ねじの回転方向に生じることです。 
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・電波と周波数  

 

 電波とは、電磁波の一種です。電磁波は、電界と磁場の向きや大きさが周期的に変化する波のことです。

この電磁波のうち、光よりも波長が長いものが、「電波」と呼ばれます。周波数で見ると、光よりも周波数が

低いものを指します。 

 なお、波長と周波数の関係は、周波数が低いほど波長が長くなります。電波法では、300 万メガヘルツ以

下の周波数の電磁波を「電波」としています。電波は波で表せ、波長というのは、山から山、あるいは谷か

ら谷までの距離のことを指します。「周波数」は、この電波が、１秒間に進む間の波（振動）の数を数えたも

のになります。 

 

電磁波の変化を表す用語 

 電磁波は、電界と磁界の強さが周期的に変化する波です。その変化の様子を表現するのに変化の回数や変

化の大きさなどについて、用語があります。 

 

周波数（しゅうはすう frequency） １秒間に繰り返す変化（波）の回数をいい単位はヘルツ(Hz)であらわされます。 

波長（はちょう wavelength） 光速を周波数で割ったもので(1回の変化が進む距離「1波長」で、波の山から

山または谷から谷までの距離)、単位はメートル(ｍ)であらわされます。 

周期（しゅうき period） １波長（サイクル）を進むのに要する時間をいい、単位は時間(秒)です。 

振幅（しんぷく amplitude） 最大値です。単位は対象とするものによって異なりますが電圧や電流で表され

ますので、電圧の場合Ｖ（ボルト）はまたは電流の場合Ａ（アンペア）を使用

するのが一般的です。 

 電波が１秒間に進む距離は、約 30万キロメートルとされていて、これは光の速度と同じです。より正確に

は、電波と光速は、299,792,458（2億 9千）メートル毎秒となります。電波の速度は、波長の長さや周波数

の高さに関係なく、速度は一定です。 

          

電気の歴史イラスト館 HP より引用 

 

電波の周波数ごとの種類 

 波長は、長さの単位と同じメートルを使います。これらは、順番に、周波数が高く、波長が短くなってい

きます。つまり、超長波の周波数は一番低く、波長が一番長くなります。そして、サブミリ波の周波数が一

番高く、波長も短くなります。 
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・ 超長波（ＶＬＦ：Very Low Frequency） 

・ 長波（ＬＦ：Low Frequency） 

・ 中波（ＭＦ：Medium Frequency） 

・ 短波（ＨＦ：High Frequency） 

・ 超短波（ＶＨＦ：Very High Frequency） 

・ 極超短波（ＵＨＦ：Ultra High Frequency） 

・ マイクロ波（ＳＨＦ：Super High Frequency） 

・ ミリ波（ＥＨＦ：Extra High Frequency） 

・ サブミリ波 

 

電波のうち、超短波（ＶＨＦ）と極超短波（ＵＨＦ）がテレビ放送、マイクロ波（ＳＨＦ）が衛星放送に

使われています。中波（ＭＦ）がＡＭラジオに、短波（ＨＦ）が短波放送に、超短波（ＶＨＦ）はＦＭラジ

オ放送に使われています。極超短波（ＵＨＦ）は、携帯電話や自動車電話、あるいはＰＨＳなどに使われて

います。マルチコプターで使用する電波もこのＵＨＦの中に含まれています。 
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第２項 マルチコプターと無線周波数 

 

 

・画像伝達無線の使用  

 

 一機の機体に対して、操縦操作用に１回線、ジンバル操作用に１回線、映像転送用に１回線、GPS、GLONASS

各１回線、自動航法システムなどを積んでいた場合更に１回線。一機に対して計６本の電波が使われていま

す。この場合周波数を各々違うものにしなければ、お互いが干渉し合い、レスポンスの低下や、最悪ノーコ

ンの可能性が出てきてしまいます。また、1281.5ＭＨｚは空撮専用である唯一の回線です。しかし、周辺で

同じ周波数を使っていた場合は干渉します。 

 注意点としては、コントロール周波数の 2.4GHzと 920MHz 及びＧＰＳ（ＧＮＳＳ）に干渉しない無線機を

搭載することです。この例に 2.4GHzWi-Fiや Bluetooth はコントロール信号の受信に更に干渉を与えること

となります。 

 

 

・電波の利用について  

 

 認証が取れている、免許がいらないという 5ＧＨｚ帯の映像転送装置は、地上のみのことであり、少しで

も空中にあげた場合はどんな免許を持っていたとしても電波法違反となります。マルチコプターで使われる

電波について理解していなければいけません。 

 

1.飛翔体（空中を移動するもの）をコントロールする電波 

 電波をコントロールするためのデータ量は小さくて良い。データ速度も 5～150kbpsあればよい。 

 

2.飛翔体から発射される電波（センサーデータ・画像など） 

 センサーデータは、データサイズが小さいので１と同じです。画像データは画質・表示レスポンスにより

データ量が異なります。現在、1.2ＧＨｚ帯、2.4ＧＨｚ帯で製品はありますが、価格や回線数、画質、遅延

問題などのレスポンスに課題があります。 

 

3.アマチュア無線 

 個人が楽しむための制度です。仕事利用はＮＧです。アマチュア無線はアマチュアというだけあって個人

が楽しむだけの制度です。5ＧＨｚ帯を使えますが、仕事での利用は、電波法違反になるのでＮＧです。 

 

4.なぜ 2.4ＧＨｚを使っているのか 

 ラジコンは 2.4ＧＨｚ帯域を使っています。2.4ＧＨｚ帯域では、周波数帯域幅 80ＭＨｚで、ＦＨ方式が利

用できます。ＦＨ方式は、30chの周波数チャネルを利用しているので、干渉をうけにくくなります。 
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5.周波数帯域幅とは 

 帯域幅とは、通信などに用いる周波数の範囲のことです。データ通信は、搬送に用いる電波や電気、光信

号の周波数の範囲が広ければ広いほど転送速度が向上します。 

 

6.ＦＨ方式とは 

 ＦＨＳＳ(Frequency Hopping Spread Spectrum)、周波数ホッピング方式。周波数ホッピング方式とは、ス

ペクトラム拡散の方式の１つで、極めて短い時間（0.1 秒程度が多い）ごとに信号を送信する周波数を変更

するものです。 

 次々に送信周波数を変更していくため、特定周波数でノイズが発生した場合も他の周波数で通信したデー

タによって訂正が可能で、ノイズの少ない周波数を選択して送信することもできます。また、耐障害性が高

く、多対多の大規模通信に適しています。近距離無線通信規格の Bluetooth やラジコンが、FH-SS を使用し

ています。 

 

7.ＤＳ方式とは 

 ＤＳＳＳ(Direct Sequence Spread Spectrum)、直線拡散方式。直線拡散方式とは、スペクトラム拡散の方

式の１つで、デジタル信号で広い帯域に分散して送信するものです。 

 多対一の通信に適しています。ＧＰＳなどに使われています。 

 

8.電力密度の違い 

 2.4ＧＨｚ帯域をラジコンが使っているもう１つの理由に、電力密度の違いがあります。電力密度とは、単

位周波数における電力のことです。ラジコンをはじめ、さまざまな分野でさまざまな用法があります。マル

チコプターの場合、Ｗｉ－Ｆｉ局がマルチコプターの操縦者と受信機の距離の 1/3 ぐらいまで近づけば干渉

しますが、ノーコンになるまでは至りません。電力密度の違いで、2.4ＧＨｚを使っています。 

 

 

・機体ノイズや高出力電波への対策  

 

 マルチコプターには、自身の機体のノイズの問題があります。ノイズの問題としては、電波干渉や磁界干

渉などがあります。無線通信距離が短くなったり、ＧＰＳの動作が不安定になる電波干渉と、方位センサー

が不安定になる、磁界干渉があります。 

 ノイズ対策、また搭載無線システムの検証を行う必要があります。考えられるノイズとして、以下のもの

があります。 

 

1. 制御マイコンノイズ 制御系のユニットそれぞれの発するノイズ。 

2.モータコントローラノイズ アンプと呼ばれる電子式のスピードコントローラ（Ｅ

ＳＣ）から発せられるノイズ。 

3.電力ラインの磁界ノイズ 配線に流れる電流から発せられる磁界ノイズ。 

4.搭載している無線機 機体自身に無線機同士による干渉。 
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1.ノイズ対策 

 具体的なノイズ対策としては、以下のようなものがあります。 

1.回路対策 搭載するユニットの回路対策をする。それぞれのユニ

ットを離して搭載するなど。 

2.ＥＭＣ対策 ＥＭＣ(Electro-Magnetic Compatibility)とは電磁両

立性。電気機器などが備える、電磁的な不干渉性およ

び耐性を強化する。 

3.ツイストペアライン ツイストペアケーブルは、撚り対線（よりついせん）と

も言い、電線を 2本対で撚り合わせたケーブルである。

単なる平行線よりノイズの影響を受けにくい。 

 

2.搭載無線システムの検証 

 各々の周波数に干渉しないように、違う周波数の送受信機が付いているか、機体を検証する必要がありま

す。 

 

3.高出力電波に近づかない 

 マルチコプターを飛ばすために、ほかに注意しなくてはいけないことは、高出力電波源に近づかないこと

です。代表的なものに、鉄塔、電波塔があります。 

 マルチコプターは一機あたり、さまざまな周波数の電波を使っています。その機体で基地局など高出力の

電波が出ている鉄塔などに近づいた場合、どの周波数帯が吹っ飛ばされるかわかりません。コントロール系

の周波数帯がぶつかれば、コントロールが不能になります。映像転送系の周波数帯が使えないと、映像確認

できなくなります。また、ＧＰＳ系の周波数帯が不能になれば、ＧＰＳのロストなどの問題が発生します。 

 何が起こるかわからない以上、鉄塔、電波塔には近づかないようにすることが、いちばんの安全です。 

 

 

・電波干渉について  

 

 空を飛んでいるマルチコプターは、地デジ放送電波や携帯基地局電波、デジタル業務用移動通信（ＭＣＡ）

の中継局電波、ＡＭラジオ送信などの電波干渉を受ける可能性があります。 

 電波干渉すると、コントロール無線通信の不具合、電子回路動作の不具合などが起こります。対策として

は、ロケーションを把握して飛ばすことや、外来電波に強い無線機や電子機器を利用する必要があります。 

 電波干渉する主な理由、対応を理解しておきます。 

 

1.同じ周波数による干渉 

ＦＨ方式はなりにくいが、Wi-Fi方式は干渉を受けやすくなります。例えば、大きな展示会では、Wi-Fi通

信ができなくなることがあります。 
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2.電力干渉（感度抑圧） 

 同じ周波数帯の異なる周波数の電力が強い場合、強い電波が入ると受信回路のアンプの増幅度が小さくな

って、受信感度が低下する現象が発生します。たとえば、Lightbridge からのエネルギーで受信機が受信で

きなくなったり、1.2GHzの画像伝送の電力でＧＰＳがロストする現象などが起こります。 

 

3.イメージ妨害 

 特に利用周波数の 1/2 の周波数が大電力の場合、イメージ妨害が起こります。具体的には、携帯電話の基

地局が 788MHzあたりを利用している場合、影響を受けるＧＰＳがあります。 

 

4.電波干渉への対応 

 電波干渉への対応は、飛ばす前に周囲に電波塔の有無、電波が飛んでいないかの確認、ＧＰＳの使用方法

などを変更します。 

 都会の場合はビルの屋上を見るとアンテナが見えます。まずは、電波塔が周りにないか確認しておきまし

ょう。 

 下表は数あるアンテナの中でもマルチコプターの飛行に障害を及ぼす危険性の高いものを抜粋しました。 
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 また、どのような電波が発生しているのか、無線環境チェッカーで計測しておく必要があります。理想的

なツールは 2.4GHｚ帯と 920MHｚ帯を計測可能な機種です。目に見えない無線ＬＡＮの干渉・障害の状況確認

を瞬時に行い運航安全性を高めることができます。 

 

            

Arrow7HPより引用 

 

5.ＧＰＳについて 

 電波干渉について、その他対応策としては、ＧＰＳがあります。ＧＰＳだけでは、ビルの間、谷間、渓谷

ではロストしやすくなります。耐干渉性の高いＧＰＳを利用する方法や、ＧＮＳＳ（GPS+GLONASS+SBAS)タイ

プを使う方法もあります。ＧＬＯＡＳＳ機能があると、位置情報の補足数が増えるので、ロストしにくくな

ります。また、ＳＢＡＳ対応であれば、静止衛星による位置補正もできるので、ＧＮＳＳ対応の機器も検討

しましょう。 
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6.障害電波等 

 まれに、大型トラック等で違法電波を使用した無線での会話が行われています。また、クレーン・レッカ

ー作業時に無線が使用されており、障害となることがあります。道路沿い、工事現場付近での飛行時は、常

にチェッカーでの障害電波の確認を怠ってはいけません。 

 

 

 

・電波に関する認証マーク  

 

1.無線機を使用する際の技適マーク 

 メーカーにて認証取得している場合、必ず貼ってありますので確認してください。例えばその横に番号が

『001NYDA1517』とあれば、インターネットで番号を検索すると、認証されているか、総務省のサイトで情報

が確認できます。 

                   
 

2.財団法人ラジコン電波安全協会シール 

 コントローラーに関して、一定の干渉テストを行って問題がないことを確認した製品について同協会がシ

ール付与されています。 
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第６章 技術 

 

 

第１項 飛行原理 

 

・揚力の原理  

 

進行方向 

 

 回転または、飛行中のプロペラが空気の流れを上と下に分けて進めと、「プロペラの上を流れる空気」は「プ

ロペラの下を流れる空気よりも早く流れます。これは、プロペラの断面形状が関係しています。プロペラの

上部が盛り上がっていて平らな下部よりも空気抵抗が大きくなっています。 

 プロペラの上側を押している気圧が、下側を押している気圧より小さくなって、翼は上に浮かび上がるこ

とになります。 

 これが機体を飛び上がらせる「揚力」という力です。 

 

 

・飛行機（固定翼航空機）の飛行原理  

 

      

・ エンジンにより機体が前進（推力発生） 

・ 機体に対して抗力が発生（空気抵抗） 

・ 翼に対して強い空気の流れが発生 

・ 飛行機の重さ（重力）に勝つ揚力が発生 

この４つの力の釣り合いがとれている時、飛行機は一定の速度で飛行することができます。 
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・マルチコプターの飛行原理  

 

マルチコプターとは、３つ以上のローターを同時に回転・制御し飛行する回転翼機です。ローターの数に

より名称が異なります。 

 

① 種類・名称 

 

・クアッドコプター：ローター数４つ 

・ヘキサコプター ：ローター数６つ 

・オクトコプター ：ローター数８つ 

   

      クアッドコプター       ヘキサコプター       オクトコプター 

 

 ローターの回転方向が時計回り（Clock Wise(CW)）と反時計回り（Counter Clock Wise(CCW)）と交互に

構成されており制御を行っています。 

 

② 回転数による制御 

 

 複数のローターの回転数をそれぞれ制御することにより上昇下降、左右移動、回転が可能になります。 

≪上昇・下降≫ 

全てのローターの回転数を同じにし、回転数の制御により上昇・下降またはホバリングが可能となります 

。 

   

     全ての回転数を上げる       全ての回転数を固定      全ての回転数を下げる 

        上昇              ホバリング             下降 
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≪左右移動≫ 

 進行したい方向のローター回転数を下げ、逆側のローター回転数を上げると水平移動します。 

             

         右ローターの回転数を上げる     左ローターの回転数を上げる 

              左移動               右移動 

 

≪前後移動≫ 

 進行したい方向のローター回転数を下げ、逆側のローター回転数を上げると前後移動します。  

       

   

         後ローターの回転数を上げる     前ローターの回転数を上げる 

              前移動               後移動 

 

≪回転≫ 

 回転したい方向と逆の方向に回転するローターの回転数を上げるとその場所で回転します。 

 ※一般ヘリコプターの反作用の応用 

      

  

       左方向のローターの回転数を上げる   右方向ローターの回転数を上げる 

              右回転               左回転 
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・機体構造  

 

 一般的なマルチコプターは下記の部材で構成されています。 

① フレーム 

② アーム 

③ ESC 

④ モーター 

⑤ プロペラ 

⑥ GPS／コンパス 

⑦ MC 

⑧ PMU／LED モジュール 

⑨ リポバッテリー 

⑩ スキッド 

⑪ プロポ（送信機／受信機） 

 

各構造説明 

 

① フレーム 

各パーツとの接続機構。回路基板も兼ねています。    

組立てるとボックス状となり、中に MC などが格納されることとなります。 

 

            

 

② アーム 

フレームと、モーター・プロペラ間の接続機構。 

機体前方向が視認できるように色分けや LED ランプがついているものがあります。 
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③ ESC 

Electronic Speed Controller 

各モーターの回転数を制御する。その役割からアンプと呼ばれることもある。 

 

             

 

④モーター 

マルチコプターで主に用いられるモーターは正式には「ブラシレス DC モーター」といいます。 

モーターには回転方向が２種類あります。 

時計回り方向：Clock Wise(CW) 

反時計回り方向：Counter Clock Wise(CCW) 

  ブラシレスモーターの特徴 

  ・機械的接触部分が少なくメンテナンスが容易 

   ⇒モーター内部の清掃、ブラシの交換が不要 

   ⇒静音、寿命が長い 

  ・モーターに流す電流を制御する必要がある 

   ⇒ESCが必要 

  ・冷却性を求めるためコイルが露出していて水滴による錆、砂や埃などの異物混入に弱い 
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⑤ プロペラ 

揚力を発生させ飛行するための翼。ブレードとも呼ばれます。 

モーターの回転方向に適した向き CW 用と CCW 用があります。 

 

               

 

 

⑥ GPS／コンパス 

≪GPS≫ 

Global Positioning System 

衛星の電波から機体の地球上での位置・高度を取得します。 

≪コンパス≫ 

機体が向いている方位を取得します。 
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⑦ MC 

≪Main Controller≫ 

GPS など各種センサーの情報とプロポの指令をもとに機体の姿勢を制御します。 

≪IMU≫ 

Inertial Measurement Unit（慣性計測装置） 

・ジャイロセンサー（回転）・加速度センサー（傾き）・気圧センサー（高度） 

 

              

 

 

⑧ PMU／LED モジュール 

≪PMU≫ 

Power Management Unit 電源管理ユニット 

≪LED モジュール≫ 

・LED ランプとして機体の位置を確認できます。 

・発色パターンの組合せで機体の状態を確認できます。 

・パソコンと USB 接続し MC のセッティングが可能です。 

 

              

 

⑥～⑧の構造をまとめてフライトコントローラー（FC）または、フライトコントロールシステム（FCS）

と呼ぶことがあります。 
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⑨ リポバッテリー 

リチウムイオンポリマーバッテリー（リチュウムポリマーバッテリー） 

〈特徴〉 

・小型、軽量、高密度 

・メモリー効果がない 

  ⇒良好な繰り返し充電が可能 

・高価 

・可燃性 

  ⇒過充電、過放電、外部からの衝撃に弱い 

 

              

 

⑩ スキッド 

離着陸の為の脚部分 

 

              

 

 

⑪ プロポ（送信機／受信機） 

プロポーショナルコントローラー 

送信機：機体の操縦やカメラ操作などをコントロールします。２つのプロポで個々の操作をするものもあり

ます。 

受信機：送信機から電波で送られてきた指令を MC に伝達します。 
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・飛行制御システム  

 

制御システムのフロー 
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・GPS（Global Positioning System）  

 

・GPS は複数の衛星からの信号より受信した電波により受信位置を推定するシステムです。受信位置の三次  

元座標と正確な時刻情報を特定するためには、４基以上の衛星からの信号が最低限必要になります。 

・単独測位 

 カーナビなどに利用される民生用システムで誤差は１０ｍ程度で、小型無人機にも使用されています。 

・DGPS（Differential GPS） 

 位置の分かっている基地局からの情報を付加して単独測位の誤差を数ｍに改善できます。航空分野では地

上基地局を使用する GBAS と衛星からの誤差情報を利用する SBAS が開発されています。 

・RTK 測位（Real Time Kinematic GPS） 

 固定局と移動局の受信情報から高精度（数ｃｍ）測位を行います。リアルタイム計測も可能ですが高価で

機器も軽量ではないので現実的ではないです。 

・GPS は米軍のシステムであり、ロシアの GLONASS、欧州の Galileo などと GNSS（Global Navigation 

Satellite System）と称されます。 

 

・リチウムイオンバッテリー  

 

① リチウムポリマーバッテリーとは 

 LIPO（リポ）とは、本来はリチウムイオンポリマーバッテリーの略です。もともとはゲル状のポリマー電

解質を採用したリチウムイオンバッテリーを指します。しかし、実際にはポリマー電解液を使用している

のは少数である。LIPO として販売されているほとんどのバッテリーが実は“液体電解液”を使用してい

る「リチウムイオンバッテリー」です。 

 ただし、いずれも缶ではなく、ラミレートフィルムを採用しているため、外見上ラミレート形のリチウム

イオンバッテリーが LIPO と呼ばれるようになったと考えられます。 

 

② リチウムイオンバッテリーの構成と充放電反応 

 ・リチウムイオンバッテリーは正極（＋）と負極（－）との間を微小な孔が多数開いた“セパレーター”

で絶縁され、電解液が満たされた構造をしています。 

 ・充電時には正極から負極にリチウムイオンが移動します。 

 ・放電時には負極から正極にリチウムイオンが移動します。 

 

③ 過充電について 

 ・正極のリチウムイオン量は負極が受け入れることができる量より多いです。 

 ・負極が受け取るリチウムイオン量は充電電圧によって制御しています。 

 ・メーカー指定の充電電圧を超えて充電すると、正極は化学的に不安定になり、酸素を放出しやすくなり

ます。負極はリチウムイオンが金属リチウムとして析出し、内部短絡の原因になることがあります。 

 ・電解液が分解すると膨れたり、最悪の場合、発火することがあります。 
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④ 電池の基本的な単位 

 ・電圧（V） 

   ・電池残量で電圧は決まっている。減ると電池自体の電圧は下がる。 

   ・放電（飛行）中の端子間電圧は内部抵抗で電圧降下する。 

 ・出力（W） 

   ・放電時電圧 V × 電流 A 

   ・時間当たりのエネルギー量 

   ・飛行中電池残量が少なくなると電流は増大する。 

 ・容量（Ａｈ、ｍＡｈ） 

   ・電流（Ａ、ｍＡｈ）× 時間（ｈ） 

   ・満充電から決められた最低電圧まで利用できる電気量 

   ・電流や温度によって利用可能容量は変化する。 

 ・エネルギー（容量）Ｗｈ 

   ・放電時電圧（Ｖ）× 電流（Ａ）× 時間（ｈ） 

   ・容量と同じく、電流や温度で異なる。 

 ・電池残量（SOC：State Of Charge %）＝ Ah／Ah 

   ・満充電で放電できる Ah と現在放電できる Ah の比率 

・LIPO のスペックの見方  

 

項目 内容 

 

セル数/S 

 

直列でつないでいるセルの数。 

 

 

 

電圧/V 

3.7V × セル数。3 セルの場合：3.7V × 3S ＝ 11.1V 

電池の電圧を指定、同定するために用いる適切な電圧値。電池の製造者が指定してい

る。 

JIS では“公称電圧”という。一般的に電池に表示されている電圧は製造者が指定した

公称であり、3.7V は正極がコバルト酸リチウム、負極が黒鉛のリチウムイオンバッテ

リーを指す。 

 

容量/ｍAh 

電池の製造業者が指定する電池の容量値。保証された容量である定格容量と製造者が

指定している公称容量が混在している。 

容量が電力量“Wh”表記されている場合、電圧×容量で計算されている。飛行に利用

できるエネルギー量とは限らない。 

 

最大放電電流 

電池の製造者が指定している最大の放電電流。C レートで表されていることがある。 

C は C(mA)＝容量(mAh)／1(h)のことで、１時間で容量を放電しきる電流値である。前

に付されている数値はその倍数である。4C は容量を 1 時間で使い切る電流の 4 倍、つ

まり、1／4 時間＝15 分で使い切る電流値である。 
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・注意事項（充電時）  

 

１． 専用充電器もしくはメーカー指定の充電器を用いること。 

２． 汎用（マルチタイプ）の充電器を用いる場合、充電電圧の設定、電池種の設定を正しく選択しなけれ

ばなりません。誤って高い電圧を（電池種を間違って）設定すると、発火することがあります。 

３． 電池の温度が説明書に書かれている温度範囲で充電されるようにすること。 

４． 飛行直後で電池の温度が高い場合は冷えるのを待ってから充電すること。 

５． 冬季屋外で冷えた電池は室温まで温まるのを待つこと。 

６． 充電は、機体から取外し、万が一発火しても安全な場所で行うこと。 

７． 充電中はバッテリーから目を離さないようにして下さい。もしバッテリーが膨れてきたらすぐに充電

を中止すること。 

８． 充電が終了したらバッテリーを充電器から取り外すようにすること。 

 

 

・注意事項（保管時）  

 

１． バッテリー端子が短絡しないように注意する。短絡すると発火の可能性がある。 

２． 突起物が当たらないようにして保管すること。 

３． 万が一発火してもよいように安全なケースに入れて保管すること。 

４． 落下させたり、衝撃を与えたりしないとこ。 

５． バッテリーを満充電、もしくは、それに近い状態で長時間保管しないこと。 

６． 機体コネクターとバッテリーを接続したままで保管しないこと。（劣化大） 

７． バッテリーを空（soc0％）に近い状態で保管しないこと。（劣化大） 

８． バッテリーを高温（35℃超）になる環境で保管しないこと。 

９． 長時間（一か月以上）使用しない場合は、容量 60％を目安に保管することを推奨する。 

１０．満充電の状態での保管は、電池の劣化が進みやすいため、電池が膨らみ使用不可能になることがある。 

 

 

・注意事項（その他）  

 

１． 墜落や落下などの衝撃を受けたバッテリーは、他のバッテリーや可燃物から離して保管すること。時

間が経って発熱・発火することがあります。可能なら速やかに放電すると良い。 

２． 劣化電池を使わないように使用回数を管理し、予防的に交換すること。 

３． 端子がかけたり、膨れたり、凹みなど変形しているバッテリーは使用しないこと。 

４． 機体が墜落した時は、バッテリーを機体から外して可燃物から離れた所に置くこと。 

５． 衝撃を受けた電池は使用を中止し、破棄することが望ましい。 

６． 衝撃を受けた電池は、放電して保管すること。 

７． 水に濡れた電池や水没した電池は使用を中止し、破棄する。 
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８． コネクターの抜き差しはコネクター本体を持って行うこと。 

９． 充電はバランス充電機能のある充電器を使ってセルバランスを補正しながら行うこと。 

 

 

・注意事項（劣化が進んだバッテリー・破棄）  

 

１． 下記のバッテリーは破棄するようにする。 

   ・ガスの発生が顕著になり膨らんだもの 

   ・過放電での膨らんだもの 

   ・内部短絡の可能性があるもの 

   ・各セルの充電が均等にできないもの 

２． バッテリーなどの小型二次電池は自治体の不燃ごみとして出すことはできない。 

３． 自治体のゴミ出しマニュアルの確認をすること。 

４． 事業に用いた場合は産業廃棄物扱いとなります。市町村のごみ処理場には出せませんので、産廃法に

従い適正に処分すること。 

５． 資源有効利用促進法で製造業者は小型二次電池の自主回収の責務を負っています。製造業者に問い合

わせて確認をすること。 

 

 

・安全装置  

１． 機体のコンディションを常にモニターで確認できる構造の機体を使用すること。 

２． バッテリーの低電圧時、通信が遮断した時等、制御不能になり危機的な状況に陥っても安全に着陸で

きる機能が設けられている機体を使用すること。 

３． 強風の影響、操作ミス等で、想定している範囲外に飛行していかない機能（ジオフェンス、飛行距離

設定）が設けられている機体を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

第７章 運用 

 

 

第１項 運用基準 

 

・運用者の義務  

 

 安全を第一に、航空法及び省令、条例などを十分理解し飛行させることを前提とし、マルチコプターを運

用する者は、無人地帯で運用し、かつ無人地帯から逸脱しないように最大限の努力をする。また運用にあた

っては、第三者の財産の上空を飛行することを極力避けなければなりません。やむを得ず第三者の財産の上

空を飛行させる場合は、所有者の許可を得る必要があります。また、飛行中は第三者が飛行範囲に立ち入ら

ないよう注意喚起をします、万が一飛行場所に立ち入る可能性が生じた場合には、当該第三者及び操縦者に

注意喚起を行います。 

 

・飛行の際には事前に飛行場所を下見し、建物・道路・電線等の周辺環境を確認すること。 

・鉄道、高速道路、交通量の多い道路の上空には飛行させません。 

・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所や政府重要施設等の上空やその付

近では飛行させません。 

・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では飛行させません。 

・ヘリコプターなどの離着陸が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性のあるような場所では、無人航空

機を飛行させません。 

・雨や雪の場合、雨や雪になりそうな場合は飛行させません。 

・飛行させる際には、２人以上の監視員を配置し、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、操縦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い相互に安全確認を行う体制を取ること。 

・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。 

・飛行させた際には飛行記録を記入作成すること。 

・離陸地点からの水平移動のブレは半径３ｍ以内で安定飛行を保ったのち撮影ルートに入ること。 

・機体については定期的な点検・整備を実施し記録すること。 

・南あわじ市内で営業している露天風呂上空付近は基本的に飛行禁止とします。（但し、必要な場合は、施

設運営者との協議により開館前又は、休館日に実施できる対策を講じる） 

・夏場の海水浴場付近は催し物エリアと捉え、無許可での飛行は行わない。 

・海上上空を飛行させる時は、予め第五管区海上保安庁の助言を求めること。 

・イベント催事は航空法許可のみならず主催者との許可調整、管轄の警察や自治体への届出、調整を行う。 

 

本基準に述べられる遵守事項は全てのマルチコプターに共通な内容のみを規定しており、(機体毎に異なる

事項については)製造業者の定める、安全の為の運用規則も同様に遵守すること。 
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・通常運行  

 

通常運行上の遵守事項を規定する。 

① 空港周辺では飛行させてはならない。 

② 原則として、対地高度 150m以上の高度での飛行の禁止。 

③ 原則として、人口密集地域（ＤＩＤ地区）での飛行はさせない。 

④ 原則として、日の出から日没までの間に飛行させる。 

⑤ 目視の範囲内での飛行。 

⑥ 第三者及び第三者の物件からは 30ｍ以上距離を確保する。 

⑦ 祭礼、縁日、イベント等人が多数集まる空域での飛行はしない。 

⑧ 危険物の搭載及び運搬をしてはならない。 

⑨ 物件の投下の禁止。 

⑩ マルチコプターの進行方向に人がないように規制する。 

⑪ 原則として、速度は５m/s以下で飛行させること。この速度を超えて飛行する場合は、速度に比例した                     

クリアランスを確保しなければならない。 

⑫ 機体システムの能力及び飛行制限を超えた飛行をしてはならない。機体システムの能力及び飛行制限は

製造業者の発行する取扱説明書等の技術資料に基づくこと。 

⑬ マルチコプターが無人地帯を飛行することを確実にするために、適切な人数の安全監視員を配置するこ

と。当社では、操縦者等のほかに、最低でも２名の監視員を配備し監視する。広範囲の撮影になる場合

は、適時人員を増やすものとする。 

⑭ 搭載機器について、危険物等第三者に危害を与える恐れのある物を搭載しない。また、搭載物又はその

一部が落下しないように、十分な強度で製作されていることを確認すること。搭載機器により、操縦に 

悪影響を及ぼすことが無いことも、確認しなければならない。 

⑮ 上記の事項内で運行することは基本であるが、やむを得ず運行をせざるを得ない場合は、安全対策を施

し申請、調整を行う事も可能である。その一例として、ドローンリードの使用です。電動リールの技術

を応用し、安定した飛行を補助するものである。 

⑯  

  

ミヤ・リードローン HPより引用 
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・個人情報の取り扱い  

 

 撮影した映像に関わる個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正に管理するものとしま

す。ただし、司法機関、行政機関等から正式な要請があり、かつ、その使用目的が公共の利益の確保もしく

はマルチコプターの安全かつ適正な利用の推進の為に必要であると認められる場合においては、情報開示で

きるものとする。 

撮影業務を行うにあたり、通常予期しない視点から戸建住宅やマンション等の内部や個人情報に関するも

のを居住者の同意無しに撮影してしまう可能性があるので、撮影した映像等の取扱は十分に注意します。 

 マルチコプターを利用し被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開する事は、民事・

刑事・行政上のリスクを負う事になる為、十分に注意する。 

 

 

第２項 安全について 

 

・風の影響  

 

 マルチコプターは機体の構造上、風の影響を受けやすくなっている。その為、風が強い状況では安定した

飛行・撮影は不可能である。 

 また、安全面などをみて風速５m/s 以上の場合については飛行を行わないようにする。 

 

 

・気象状況の把握  

 

 風は周辺の空気が動くことによっておこります。同じ高度で気圧の差があるところでは、気圧の高い方か

ら低い方へ向かって空気を動かそうとする力が働き気圧の高い方から低い方へ流れる。そのため、空気の流

れである風も気圧の高い方から低い方へ吹く。 

① 風の強さ 

 気圧の差が大きい場所は、天気図に表されている等圧線の間隔が狭くなっているので、これで判断する。

逆に、気圧の差が小さい場所は、天気図に表されている等圧線の間隔が広くなっています。気圧の高い所と

低い所の差が大きい場所には、風は強く気圧の低い方へ吹きます。気圧の高い所と低い所の差が小さい場所

には、風は弱く吹く。 

② 気象の変化 

 低気圧がやってくると雨が降ります。低気圧は巨大な雲の塊です。低気圧は中心へ行くほど気圧が低くな

っている。低気圧の中心付近では風が地上から空の上の方へ吸い上げられている。 

周りの空気は、低気圧の中心に向かって反時計回り(左回り)で吹き込んでくる。たいていの場合、上空より

地上の方が、気圧が高くなっている。地上の気圧の高い所にあった空気が空の上の気圧が低い所に吸い上げ

られると、空気は冷えて雲が出来ます。空気は気圧が低くなると冷たくなる。空気が冷たくなった時には雲

が出来て雨が降る。その為、低気圧の周辺では雨が降って天気が悪くなる。その代表例が、上空 600m～

13000m に現れる積乱雲(入道雲や雷雲)や、2000m程の上空に現れる乱層雲(雨雲や雪雲)である。これらの雲
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は雨や雪を降らせるので、気象が変化することが予測できる。このような気象条件では飛行は出来ない。 

 マルチコプターを飛行させるには、予め、現地の天気図、天気予報を入手し、現地では雲の動きや気圧の

変化を観測することが、安全に飛行させる上で非常に重要です。天気図や天気予報は、飛行計画を立てる上

でも非常に重要である。 

 

 

・機体の状態を知る  

 

① 動の要因(ローター及びヘッド、モーターの影響、故障) 

 ヘリコプターのローターは先端速度数百 km/hの高速で回り、機体の姿勢や重量を支えるために、常に精

密な制御を行っています。ローターのバランスが崩れると、振動やガタやゆるみが発生し、本来の性能が発

揮できないばかりか、故障の原因になる。 

 マルチコプターは、比較的低空を飛行するため、植生の巻き込みや接触、砂塵の飛散など影響が受けやす

い。このような条件で飛行すると、ローター表面に異物が付着したり、こすれたり、削れて損傷が起きる

と、ローターの形状が崩れ振動が発生する。 

 また、ローターヘッドはローターにかかる大きな遠心力を支えています。軸受部の劣化やゆるみなどがあ

ると、同様に振動が大きくなる。 

 振動の状態は、機体のアンテナやスキッドの先端を見て確認します。異常がある場合は、速やかに着陸し

て点検する。 

 また、マルチコプターは飛行機のように滑走しない為、そのモーターは常にフル回転しています。プロペ

ラに損傷が入っていたり、電装品が劣化したり、ネジなどのゆるみがあると事故の原因になる。 

 マルチコプターは空を飛ぶため、わずかな故障でも、墜落につながる致命傷となります。常に整備点検と

丁寧な取り扱いが求められる。 

 

② 機体の重心位置(重心がずれた場合の挙動) 

 機体の重心位置は、一般的に、機体中心軸。重心位置が変わると、操縦が効かなかったり、ローターヘッ

ドにアンバランスな力がかかり、飛行が出来なくなったりする恐れがある。 

 ペイロードの搭載時には、重心位置がずれないよう細心の注意を払って調整をすること。 

 
 

・電波に関すること  

 

 マルチコプターには、2.4GHz帯の専用電波が割り当てられています。この電波は直進性が強い為、マル

チコプターが山影や建物や鉄塔などの反対側に行くと電波が遮断される。 

 また、電波の到着可能距離は、目視飛行領域の比較的狭域の範囲だけである。 

 さらに、近くで同一周波数の送信機を使用した場合、マルチコプターは送信出力の強い方に依存される。

従って、飛行領域やその周辺に、障害物やほかに同一電波を使用していないか、正確に把握すると共に常時

監視する必要がある。 

 

・体調に関すること  
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① 疲れた時や病気の時は操縦してはならない。 

② 長時間連続操縦してはならない。 

③ 酒気を帯びている時や飲酒をしての操縦をしてはならない。 

④ 下駄やサンダル履きなど作業に不適切な服装でしてはならない。 
 

 

・事故について  

  

 万が一、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、国土交通省、地方航空局及び空港事務所へ情報提供を求

められている。なお、安全に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるも

のであるから、航空法等法令違反の有無に関わらず、報告をして下さい。 

報告書様式は別紙 様式-４ 

 

以下、国土交通省に報告のあった事故等の一覧（平成２９年度）である。  
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その他、注意事項、事故に関することは 

・国土交通省（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000044.html） 

・警視庁（http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/heion/drone.html） 

 

 

 

 

 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/heion/drone.html
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第３項 飛行について 

 

・飛行要領  

 

無人航空機による観測や空撮等の業務は、多様な現場で飛行を行うため、気象条件や周辺環境を正確に把

握すると共に現場関係者の理解を得ることが非常に重要である。 

また、飛行に際して①撮影の必要(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を考え

飛行させる。 

そのため、必ず現地踏査を行い、実際に業務を行う日時に合わせた綿密な飛行計画の策定が不可欠です。

そして、トラブルや混乱が起きないよう、事前に警察等関係機関に届け出や連絡、並びに計画説明をしてお

く。 

また、実施者は、チームワークが大切です。作業に先立ち、操縦者、搭載装置作業者、監視員、作業者等

と安全研修や打合せを必ず行います。尚、操縦者は、所定の機体等の整備点検をすると共に、安全講習を受

講し、慣熟飛行を励行して下さい。 

  

 

・飛行前の安全チェック  

 

 どんな作業においても、十分に始業前点検を行うことが、安全確保の上で大変重要なことである。 

 作業の開始に先立って操縦者並びに監視員は、次のような点について必ず点検を行う。 

【点検事項】 

① 飛行区域を十分確認し、飛行ルート、飛行で注意する場所、障害物の位置などを正確に把握したか。 

② 観測や空撮等業務の手順や装置操作、役割分担などを確認したか。 

③ 付近に危被害の恐れのある構築物は無いか。 

④ 幼稚園、学校、病院、などの公共施設関係への連絡や配慮は十分か。 

⑤ 飛行領域に人が入らないよう、監視員や標識を立てたか。 

⑥ 家畜、養蚕、養蜂、養魚などに対する配慮は十分か。 

⑦ 交通の頻繁な道路、住宅への配慮は十分か。 

注）通行を遮断し規制する場合は、管轄の警察へ所定の申請と許可が必要です。事前に、周辺住人 

や関係機関への説明を行い、トラブルや混乱が起きないよう注意して下さい。 

⑧ 機体、搭載装置、伝送装置の調整に不備はないか。 

(機体の始業点検、搭載装置及びトランシーバー・拡声器の点検) 

⑨ 周辺にほかの無人航空機運航者がいないか、同一周波数の機体が入らないよう確認したか。 

⑩ 長袖の上着、長ズボンなどの服装に不具合は無いか確認したか。 

⑪ ヘルメット、サングラスを着用しているか。 

⑫ 監視員と通話が出来なくなった時の連絡方法を確認したか。 

⑬ バッテリー使用前に充電済みか確認したか。 

⑭ バッテリー接続時＋と－を間違えて、ショートさせないこと。 
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⑮ バッテリーが破損してないか剥がれていないか確認したか。 

⑯ 衛星数の確認をしたか。 

 

【飛行可否判断と対処法】 

① 飛行エリア内に公共施設などの建築物がある場合施設管理者に飛行計画と安全確認等の注意点などを

連絡し、侵入や飛び出しなど、飛行中も監視を行う。 

② 飛行エリア内に家屋や家畜などがある場合所有者に、事前に許可を得ると共に、家畜などに危害が及

ばないよう戸窓の戸締りや遮音対策を施し、混乱が起きないよう飛行中も監視を行う。 

③ 気象条件や地形について 

ア、突風が吹く状況下では、その頻度と最大風速や風向きの変化等で判断する。離陸後、ホバリング

中に機体の挙動や姿勢変化が大きい場合は、飛行を中止する。 

イ、にわか雨や降雪などの後、気象が大きく変わった場合は、機材の再確認調整を行う。 

ウ、物陰や曲り道及び起状が大きい地形では、必要な箇所に監視員を配置し、人や車の進入を監視す

る。 

  

 

・飛行の基本  

 

  飛行の安全と作業の効率を確保するため、次の点について、高高度飛行の基本として厳守して下さい。

尚、風速計や距離計などの計器や、縮尺 1/10,000程度の現地地図を用意し、正確に飛行計画を作成す

ることが大切です。 

① 飛行可能な気象条件について 

ア、気流の安定した時間帯に飛行を行うものとし、地上 1.5mの位置における風速が５m/秒を超える

ときは、飛行を中断し飛行の検討を実施する。 

イ、風向き・風速に注意しながら飛行する。 

ウ、雨、雪、霧、の発生時は、飛行を中止してください。飛行中に降雨や降雪に遭遇した場合は、速

やかに着陸する。 

② 操縦者や監視員及び作業者は、機体から 10m以上離れてください。特に無人航空機が頭上を越えて対

面状態になるとパニックになるため、自分に向かって近づけるときは速度を落として下さい。又、機

体との対地高度は、145m以下にする。 

③ 飛行方向は、人や民家、障害物、太陽などに向けて飛行させない。 

④ フライト場所の背景や太陽の方向によって、操縦者が操縦しにくかったり距離がつかめなかったりす

るような場合は、操縦場所や実施時刻を変更する。 

⑤ 操縦者は、自己の技量に合わせて余裕のある飛行をおこなう。また、1時間に 1回は休息を取り、飛

行時間は 4時間/日以内とする。 

⑥ 実施責任者は、無人航空機操縦者、搭載装置操作者、監視員、管制員(作業班長)を設け、現地の状況

によっては、適材適所に監視員や補助員を配備する。 

⑦ 操縦者、作業者及び監視員間はトランシーバーで交信を行い、予め交信方法、状態の確認を行うと共

に交信途絶時の連絡方法を決めておく。（手信号等） 
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⑧ 無人航空機操縦者は、主となるマルチコプターの操縦の責任者又扱える者のことをいう。搭載装置操

作者は、マルチコプターについているカメラなどの操作を出来るものをいう。監視員は、風速や天

候、人などについて管制員に伝える役割を持つ。管制員は、監視員から来た情報をまとめ操縦者に判

断を下す者をいう。 

⑨ フライトを安全かつ効率的に実施するための補助手段 

飛行領域の両端、対面側にマーカーを設置するか、標識となる特徴点を決めておきます。進行方向

は、このマーカーを結ぶ線に沿って行い、飛行距離は、監視員が側面から合図を送るなどして、位置

や高度の確認をします。 

⑩ 操縦者への配慮 

飛行中は操縦者が落ち着いて飛行が出来るよう、必要に応じて補助員を配備する。 

ア、場所を移動する場合、移動経路や立ち位置を誘導する。 

イ、操縦者は機体に集中しています。機体との距離や、機体高度、充電状況、衛星数、周囲の状況

や障害物の位置などを、きめ細かく伝えること。 

⑪ 暴走飛行を起こさないために、次の点を厳守して下さい。 

ア、飛行前準備 

予め、飛行エリア内の状況を確認し、もしもの時は安全地帯に無人航空機を落とすような、危

険回避方法を定めておく。 

イ、飛行中 

飛行高度が高いと、目視外へ出て行ってしまう可能性が高まるので、150m以上高度を上げな

い。 

ウ、飛行の中止 

事前の安全確保にも関わらず、気象変化や機体トラブル及び周辺の異常など、飛行中に危険か

と思われる状況に遭遇したら、直ちに飛行を中止して着陸させる。 

エ、緊急対応 

もしも、目視外にマルチコプターが出てしまったら、スロットルスティックを最スローにして

送信機のメインスイッチを切り、フェールセーフに入れる。 

⑫ 機体の事故が発生した場合は、速やかに警察や関係機関に内容を報告すると共に、緊急処置を行う。 

 

 

・操縦者及び使用する機種  

 

  無人航空機操縦者は、飛行に用いられるマルチコプターの操縦や飛行技術と知識を習得している必要が

あります。南あわじ市の業務に携わる操縦者は、国土交通省の認定を受けた団体の講習を修了し、安全な

飛行が可能な者とする。 

  また、使用される機体は、飛行の作業に適した性能を有し、必要な整備点検が施された物を使用しま

す。 

  所有している機体は、それぞれ登録書を作成し、所轄警察署に提出することを奨励します。紛失、盗難

等起こり得るトラブル時に迅速な対応をとることができる。 

  また、南あわじ市の業務に使用する機体も、市の担当者に登録書を提出しなければならない。 
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 申請様式は様式-8 

 

機体認証                

  

  機体には上記のシールを貼付けし、機体を確認すれば 

  誰の所有の物か分かるようにする。 

 

・飛行区域の確認と留意する場所  

 

  観測や空撮を安全かつ効率的に実施するためには、現地の地形や飛行領域を十分確認し、飛行ルート、

障害物の位置、建築物や道路など周辺の状況、万が一の避難場所である安全区域、操縦者が歩く道などを

正確に把握する必要がある。 

① 次のような場所は、操縦者の技量と電波障害などを見極めて、安全性が十分確認できない場合は、作

業区域から除外する。（許可を得たものは除く） 

ア、交通頻繁な道路に隣接する場所 

イ、学校、病院、神社仏閣、公園などの公共施設周辺 

ウ、市街化の進んだ地域とその隣接地 

エ、新幹線や鉄道、空港の周辺 

オ、高圧線、発電所、変電所の周辺 

② 機種の性能と操縦者の技量を過大に評価しないで、余裕のある飛行経路計画や作業手順書を作成す

る。 

③ 作業手順に従って、現地を確認し、飛行区域と進行方向などにマーカーもしくは特徴となる標識を設

置する。 

④ 障害物や注意が必要な箇所には、操縦者が識別を容易にする為、マーカーを立てる。 

⑤ 操縦者が移動する場合は、足場が良好で平坦な道を確保する。不安定な場所や、斜面などがある場合

は、機体を着陸させた後、移動しなければならない。また、トラックなどで移動する場合は転落防止

対策を施す。 

⑥ 現地の状況がよく分かる地図を用意して、作業の手順や飛行経路及び障害物や注意箇所などを記録す

る。次回の作業を行うときの再確認などに使用する。 

  

 

・監視員との合図の方法  

 

  飛行の安全を確保する為には、操縦者との連絡方法は必要なものである。 
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① 操縦者との連絡方法は、トランシーバーを使用する。トランシーバーは手放しで同時通話できるも

の等を使用する。 

② 監視員も無人航空機取扱説明書や安全の手引きをよく読み、取扱方法や飛行計画、手順を理解す

る。 

③ 操縦者、監視員及び作業者と、現地確認や作業手順を事前にしっかり打ち合わせを行う。 

④ 飛行区域内でのトランシーバーの電波状況を事前に確認しておく。 

⑤ 監視員も操縦者同様 1時間に 1回程度の休息をとる。 

⑥ 飛行距離、飛行高度、障害物や衛星数、マーカー等の位置などを正確に操縦者に連絡する。 

⑦ 操縦者への連絡は、前後左右を統一する。事前に確認を行う。 

⑧ 通行人や見学者がいる場合、マルチコプターを近づけないよう、操縦者に連絡する。 

 

 

・安全対策  

 

  ヘリポートは、平坦で周辺には障害物がない場所を選ぶ。また、ローターの風圧でビニール傘などが舞

い上がって翼に巻き付くなどの事故が起きないよう、周辺を確認すること。 

① マルチコプターに近づくときには必ずローター/プロペラが停止していることを確認する。 

スイッチを切っても、ローター/プロペラは直ちに停止しないので、不用意に近づかない。 

② モーターを始動する前、操縦者やその他の作業者は機体から 10m離れる。 

③ 作業中のアクシデントへの対応として、操縦者や監視員は機体から目を離さない。 

④ 操縦者や監視員及び作業者は、必ずヘルメットを着用し状況により、サングラスを着用する。 

⑤ 発火・発熱に備えて、消火器（強化液）を携帯すること。 

 

 

・飛行時の注意事項  

① フライト毎に、機体と搭載装置の点検を行い、不具合が無いか確認する。 

② 操縦者は監視員や作業者及び関係者と、地図や資料を見ながら、実施内容について手順やアクシデン

ト有無を確認して、必要な対応策をとる。 

③ 機体や搭載装置などのトラブルが発生した場合には、速やかに関係者に内容を報告し、その後の対応

策を検討し、予備機体などの所在や、補修部品を確認しておくことが必要である。 

④ 操縦者等の体調不良、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

に関係者と協議してその対応を図る。 

⑤ 操縦者及び監視員は、一日の作業中何らかのヒヤリ・ハットに遭遇したことがあるはずです。危険な

場所や注意すべき場所について、関係者全員で報告し合って安全運用に役立てる。 

 

 

・飛行時の必要備品  

・ヘルメット、サングラス 

・風速計 
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・無線環境チェッカー 

・消火器 

・トランシーバー、携帯電話等の通信機器 

・拡声器、誘導棒 

 第４項 保守点検基準 

 

 マルチコプターの安全なフライトを継続するためには、保守点検が不可欠であり、フライト前に日常点検

を実施する。 

定期的な点検については、第三者検査機関が現状では無い為、定期点検とし 1 年に一回点検を実施する（点

検者は製造業者に求めることを基本にする）。 

 

・点検整備内容等  

 

 点検整備内容については、製造業者、及び該当機種毎に異なるため、使用者がリストにより点検を実施す

る。 

 点検整備チェックリストは様式-1 

 

 

 第５項 保険について 

 

 マルチコプターの運行は熟練操縦者が、安全に十分な配慮をしたとしてもトラブルを全て防げるとは限ら

ない。リスクを金銭的にヘッジする仕組みとして保険があり、マルチコプターの普及に伴いいくつかの団

体・会社から保険が準備されている。保険の加入は任意ではあるが、無保険での運行は行わない。現在、国

土交通省も保険加入を推奨しており、保険制度を整備している状況である。 

 保険には大まかに分けて、機体保険（動産総合保険）と賠償保険（施設賠償責任保険）の２種類あるが、

業務として飛行させるには賠償保険が必要となる。 

 対人・対物の条件等を充分検討し、必要な補償が得られる保険に加入しておくべきである。 
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第８章 安全運航管理 

 

 

第１項 安全運航管理の意義 

 

・航空の安全３原則  

 

安全とは事故がないことや危険がないことではなく危険、“リスク”を予見して回避できている状態の事

を言う。そのリスクの可能性を見つけ出し、その原因となるものを洗い出すことをリスクアセスメントと言

う。 

 

安全の定義・・・社会が許容できるリスクレベルにリスクを抑え込んだ状態を保持し続けている状態。 

 

 

航空の安全３原則 

１．機体の安全 

  （開発・設計・製造・整備・耐空証明） 

  例：ボーイング、エアバス 

２．操縦の安全 

  （技能・訓練（ヒューマンエラー・エマージェンシー対応）） 

  例：ＪＡＬ、ＡＮＡ 

３．運用体制の安全 

  （管理体制・気象・リスクアセスメント） 

  例：成田空港、羽田空港、管制塔 

 

航空メーカーにより機体の開発・設計において安全に対する考えが違います。パイロットの感覚重視、デ

ータ・コンピューター優先と大きく異なるが、どちらが優れているかという単純な比較はできないと航空関

係者の間では言われている。 

 操縦技能の向上、そのための訓練、非常事態に対応できる対策の策定、ヒューマンエラーに対する対策等

を常日頃講じておくことが重要です。特にヒューマンエラーについては0（ゼロ）にすることが難しいもの

なのでいかに0（ゼロ）にしておけるかの対策（2重の安全対策等）が重要である。 

飛行の運用管理体制、気象の確認や知識の向上、リスクアセスメントを実施した危険を予見することの必

要性等が含まれます。一般の有人航空機は管制センターで管理されますがドローンは基本的には個人個人で
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の管理となりますので、安全に関する意識をしっかりと自覚しておくことが大変重要である。 

これらの航空の安全3原則は安全運航管理者が管理すべきものとなります。 

 

 

 

 

・リスクレベルの線引き  

 

改正航空法に見る国が許容するリスクレベル 

 首相官邸にドローンが墜落して、８か月後に航空法が改正され、リスクレベルが具体化されました。 

≪空域≫ 

 

国土交通省 HPよりより引用 

          

国土地理院 HPより引用 
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≪定義及び重量制限≫ 

 

人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により

飛行させることができるもの。 

マルチコプターやラジコン機等であっても、重量（機体本体の重量とバッテリーの重量の合計）200グラ

ム未満のものは、無人航空機ではなく「模型飛行機」に分類される。 

 

≪飛行の方法≫ 

 

[１] 日中（日出から日没まで）に飛行させること 

[２] 目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 

[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以上の距離を保って飛行させ

ること 

[４] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと 

[５] 爆発物など危険物を輸送しないこと 

[６] 無人航空機から物を投下しないこと 

 

 

国土交通省 HPより引用 

 

・安全運航管理者とは  

 

無人航空機の運航に関わる十分な安全と法律の知識を有し、飛行業務の安全を管理する者のことをいう。 

安全運航管理者の主な役割。 

・飛行計画の立案 

・機体や操縦の安全性・運行・安全管理体制の構築 

・飛行許可の申請 
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第２項 リスク・ハザードの把握・知識 

 

・飛行中のリスク・ハザード（具体例）  

 

気象/風速 ・・・・・風速の変化（高度、地形や構造物）。 

機体/要素部品 ・・・リチウムポリマーバッテリーの残量。 

姿勢安定/制御 ・・・最近の速度指令制御搭載機との違い。 

           スロットルの絞り過ぎによる姿勢不安定化。 

 

 

・気象/風速によるリスク・ハザード  

 

≪気象：風速の変化（高度）≫ 

通常、地表面からの高さが高くなるほど、風速が大きくなる。 

例えば、地上 1ｍで風速が 3ｍ/secの場合、地上 10ｍでは 5ｍ/secとなる。 

また、地上 1ｍで風速が 10ｍ/secの場合、地上 10ｍでは 15ｍ/secとなる。 

 

≪気象：風速の変化（高度/地形や構造物）≫ 

背丈の高い草地、森林や都市ビル群落のように幾何学的粗度が大きい地表面ほど、風速の高さに対する増

加割合が大きくなる。 

例えば、平坦地の高度 10ｍでの風速が 13ｍ/secの場合、高度 50ｍでは風速が 15ｍ/secとなる。 

これに対し都市の高度 10ｍでの風速が 4ｍ/secの場合、高度 50ｍでは風速が 8ｍ/secとなる。 

 

≪気象：風速の変化（レイノズル数）≫ 

レイノルズ数（Re）は、流体力学において慣性力と粘性力との比で定義（Re＝ｖ・ｄ／ν）される。 

                 ｖ；平均速度(m/s) ｄ；特性長さ(m) ν；動粘性係数(㎡/s) 

風の平均速度(ｖ)が小さいと Re数は小さくなり、流れは層流になる。 

平均速度(ｖ)が次第に大きくなると、層流から乱流に遷移する。 

円筒回りの流れの可視化において、平均速度が次第に大きくなると次のように流れの形状が変化する。 

 

             レイノルズ数（Re）の違いによる流れの形状変化 
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建物、構造物付近では、風速により渦の現状が変化します。建物の形状、風速によっては渦が広範囲に広

がる可能性もあるので注意が必要である。 

 

・機体/要素部品によるリスク・ハザード（バッテリー）  

 

≪リチウムポリマーバッテリーの残量≫ 

リチウムポリマーバッテリーは、大容量の電気の出し入れが可能なところに特徴があります。 

電力は、徐々に電力供給量が低下するのではなく、大容量の供給が俄かに止まるような残量切れを引き起

こします。墜落の原因としてバッテリーの残量切れのケースが非常に多いので注意が必要です。 

 

≪リチウムポリマーバッテリーの取扱い≫ 

リチウムポリマーバッテリーは、従来のバッテリーに比べ、反応性に富む（エネルギー密度が高い）素材

が使用されています。従って、次の点など、取扱説明書の注意事項を守って取り扱うことが重要です。 

・過電流／過放電をしないこと。 

・雨天や悪天候で使用しないこと。 

・高温／直射日光の当たる場所での保管をしないこと。 

 

・姿勢安定／制御によるリスク・ハザード  

 

マルチコプターの最も大きなリスク決定要素は、“姿勢と航法”であります。 

これらが安定に保たれないとリスクが大きくなります。 

姿勢と航法に係る要素技術は、歴史がある技術であるとともに最近の技術でもあります。 

飛行の安全 支える要素技術 

姿勢（ロール・ピッチ・ヨー） ジャイロセンサー（姿勢） 

航法（Ⅹ・Ｙ・Ｚ） ＧＰＳ受信機（航法） 

 

≪空力的作用と反転トルク作用≫ 

・電動モーターの回転数制御（ピッチ、ロール軸） 

・推力が制御力＝推力の減少がリスク 

・反転トルクのバランス制御（ヨー軸） 

       操縦者を基準にして、軸、方向、回転は次の通りに定義される。 

方向 軸 回転 

前後 Ｘ ロール（Ｒｏｌｌ） 

左右 Ｙ ピッチ（Ｐｉｔｃｈ） 

上下 Ｚ ヨー（Ｙａｗ） 

 

≪スロットル指令と速度指令の比較≫ 
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 スロットル指令 速度指令 

制御方式 モーター出力の大きさを指令する制御 上昇下降の速度の大きさを指令する制御 

特徴 下に動かし過ぎる（絞り過ぎる）と姿勢制御

力まで失う 

下に動かし過ぎても、姿勢制御力まで失わな

い制御が働いている 

 

・スロットル指令は、繊細な操作が必要なので、利き手の右手になっています。速度指令にすると、繊細

な操作が不要になるので、左手で済ませるようになった。 

・モード１を、速度指令にしている操縦者もいる。 

 

 

第３項 リスクに対する安全管理の手法 

 

・安全管理目的の明確化  

 

安全運航に関する意識の向上と異常運航を含む事故の低減により安全な運航体制を構築することを目

的とする。 

航空の安全３原則 

１．機体の安全 

  （開発・設計・製造・整備・耐空証明） 

  例：ボーイング、エアバス 

２．操縦の安全 

  （技能・訓練（ヒューマンエラー・エマージェンシー対応）） 

  例：ＪＡＬ、ＡＮＡ 

３．運用体制の安全 

  （管理体制・気象・リスクアセスメント） 

  例：成田空港、羽田空港、管制塔 

 

 

・安全管理目標の設定  

 

一人ひとりが、安全意識を持ち、事故訓練を忘れず、情報を共有しながら運航の安全を追及する。 

その為には、事前準備チェックリスト・飛行チェックリスト・保守作業マニュアル等を作成・整備・確認

することが必要になる。安全運航管理者だけでなく作業に係る全ての者が目標の設定を行う。 

 

 

・安全管理体制の構築  

 

安全管理体制の総括責任者は、安全運航管理者とします。安全運航管理者は、現場を指揮して全体の取り

組み目標を遂行する権限と、安全管理体制に必要な手順及び方法の確立、実施、維持、改善を実施する責任
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を有することとなる。                          

 

 

 

       

 

 

・緊急連絡網の構築  

 

安全管理ができていれば、100％事故が起こらないわけではない。事故が起こった時に迅速に対応出

来る様に事前に緊急連絡網を構築しておく。                 
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・安全管理情報の共有・更新  

 

作業場所・作業内容はいつも同じとは限りませんし、現場の状況は常に変化してる。作業に係る全

ての者が最新の情報を共有していなければならない。その為の方法も予め決めておく。 

・事前準備ミーテイング（事前準備チェックリスト） 様式-9 

・当日準備ミーテイング（飛行チェックリスト）   様式-2 

 

 

・安全管理の実施  

 

≪安全情報の確認≫ 

安全情報には次のものがある。 

・インシデント情報 

  事故報告： 

   機体・機材の損傷、操縦者や関係者等への危害、あるいは第三者への対人・対物危害のある

事     項。 

  異常運航報告： 

   機体・機材の軽微な損傷。離陸不良、異常接近、ハードランディング等の通常の運航ではな

い運航。軽微な損傷とは、安全運航管理者の確認行為で実施できる範囲をいう。 

  ヒヤリ・ハット報告： 

   不注意や判断・操縦ミス等により、異常運航や事故にはならなかったが、その可能性のあっ

た運航。 
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・インシデント調査報告 

・各種団体の事故やトラブル情報など 

・各種団体から発信される情報 

・気象に関する情報 

・製造者からの情報など 

 

≪リスクアセスメントの実施≫ 

ハザード特定、リスクアセスメントシート作成、リスク管理 

 

 

 

・リスクアセスメントの概要  

 

リスクマネジメントの中に含まれる重要なプロセスの一つで、考えられるリスクを洗い出し、分析、対

処し、その結果を評価する一連のプロセスのことをいう。 

≪無人航空機のリスクアセスメントプロセス≫ 

    

 

リスクを大別すると操縦者リスクと製造者リスクに分けられる。 

 ≪製造者と使用者によるリスク低減の関係≫ 

製造者が考えられるリスクと、使用者が考えられるリスクはそれぞれ違う。 

 

・製造者（設計者）により講じられる防護方策 

  ○ 本質的安全設計 

  ○ 安全防護及び補足的防護方策 

  ○ 使用上の情報 ・取扱説明書に記載 
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           ・機械上で認識 － 警報標識、信号、警報装置等 

 

・使用者により講じられる防護方策 

  ○ 組織 － 安全作業手順、監督、作業許可システム 

  ○ 追加安全防護物 

  ○ 防護具 

  ○ 訓練 

 

製造者が想定できるリスクを洗い出し対策を講じたとしても、限界がある。機械安全規格範囲外のリスク

は使用者が対処しなければならない。製造者が講じた対策後の残留リスクは使用者が使用上の情報を活用し

なければリスク低減は期待できない。 

 

 

 

 

 

≪危害へ至るプロセスと対応≫ 

危害

時間

危害

危険源 人

危険状態

安全防護の不足、不適切、不具合

危険事象の発生

回避の失敗

 

 

 

・リスクアセスメントの手順  

 

≪３ステップメゾットに基づくリスク低減の手順≫ 

排除（優先度１） 

 

危険源への暴露の排除

（優先度２） 

危険事象の排除（発生確率低

減）（優先度３） 

危害回避（制限）の実

施（優先度４） 
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Y ES

N O

Y ES

N O   

各ステップからステップ１へ

機械類の制限の決定

ステップ３から

他の危険源が

発生するか

EN D

文書化

STA R T

危険源の同定

リスク見積

リスクの評価

リスクは適切に低減

されたか？

リ スクアセスメ ント

（JIS B 9700）

本来、 事前設計の為！

第三者が見

ても分かる

よう に！

 

 

 

・リスクアセスメントシート  
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リスクアセスメントシートを用いてリスクを洗い出すことにより、危険を見える化、文章化に変換するこ

とができる。 

 

 

・リスクアセスメントまとめ  

 

安全：国が許容できるリスクレベルにリスクを抑え込んだ状態を保持し続けている状態 

                 ⇓ 

航空の安全３原則  １．機体の安全 ２．操縦の安全 ３．運用体制の安全 

                 ⇓ 

ヒューマンエラー ⇒ チェックリストの作成と現場での利用が有効 

         ⇒ 事故ヒヤリ・ハット報告が出しやすい環境作りを（非罰則） 

 

     チェックリストによる文章化が重要 【 安全の暗黙知を形式知に 】 

 

リスクアセスメントは、潜在的なハザード（危険源）を見つけ出し、事前に的確な安全対策を講ずるため

に行う手段である。 
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第９章 操縦技量 

 

 

第１項 飛行に必要な操縦技術 

 

 

操縦者は、それぞれの業務に必要な技能を磨くため、次のようなことを習熟しておくこと。 

 

① 機体位置の確認 

常に、周囲と進行方向を見て、機体の位置と周囲を確認すること。ホバリング状態で、常に同じ位

置と姿勢を保っていられるかチェックする。 

地面につけた目印とモニターを見ながら、機体の方向や高度を合わせるようにする。 

 機体の姿勢を見失った時のため、いつも同じやり方の脱出操舵を訓練しておく。 

② 機体の待避 

 万が一に備え、機体の待避場所と退避方法を決め、その訓練を行う。 
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③ バッテリー切れ 

 飛行中、常にバッテリー切れに注意しなければならない。30％以下は速やかに機体を降ろしバッテ

リーを交換する。 

④ 無理をしない 

 前方に障害物や、見にくい箇所があるような場合には無理をしないで分割してフライトする。撮影

する方向が常に同じになるよう移動して、ブロックごとに分けて行うことが安全策となる。 

⑤ 急な舵操作をしない 

上空は地上より風が強いので、急な舵操作すると機体は流され、姿勢を崩しやすく位置が決まらな

い。常にゆっくり舵を操作することを心掛ける。 

⑥ 撮影高度 

 上空は、風の影響で一気に高度があがることがあるので、自分の技量の 60％程度の高度で飛行す

る。機体の高度の確認として、高度測定器がある場合は、モニタリングする。 

⑦ ゆっくり降ろす 

 マルチコプターは、積載物を載せて大きな負荷がかかっているので、着陸時に急にピッチを下げて

はいけない。急に失速し危険な状態になる。 

⑧ 撮影に際して 

 三次元空間をイメージして、撮影位置と方向を設定する。そのためには、カメラやレンズ等の搭載

装置の性能を理解しておくことが必要となる。 

 撮影した場所や被写体の配置や角度などのデータを分析し、どの位置ならどのようにとらえられる

か常にイメージする。 

 

 

 

第１０章 各種様式 

 

・ 保守点検シート（定期点検）       様式-1 

・ フライト（前・後）チェックシート    様式-2 

・ 撮影・計測記録表            様式-3 

・ 事故等の報告書             様式-4 

・ 道路許可申請書             様式-5 

・ 河川許可申請書             様式-6 

・ 港湾許可申請書             様式-7 

・ 登録申請書               様式-8 

・ 事前チェックシート           様式-9 
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保守点検シート（定期点検）                  様式-１ 

点検日時 2017年  月  日 メーカー  点検者  

稼働時間  機体名  担当者  

※点検対象については該当項目を確認し、正常なものに ☑ マークを記入する。該当しない項目には ☒ を記入する。 

点検対象   点検項目           備考         

機 体 

□ 機体に損傷、フレームのガタツキはないか  

□ モーターにガタツキ、異音はないか  

□ ネジ類の緩みはないか  

□ 計器類は固定されているか  

□ 各センサー類のエラーはないか  

□ コネクター部に腐食はないか  

□ 配線ケーブルに抜け、損傷はないか  

□ プロペラに摩耗、損傷はないか  

□ ランディングギアの動きは正常か  

□ 機体、センサーのファームウェアは最新か  

ジンバルカメラ 

□ ジンバル、カメラに損傷はないか  

□ 機体とジンバルがしっかりと固定できるか  

□ ジンバルとカメラがしっかりと固定できるか  

□ ジンバルの動きは正常か  

□ ジンバル、カメラのファームウェアは最新か  

送信機 

□ 送信機に損傷はないか  

□ スティック、スイッチの動きは正常か  

□ 機体とリンクできているか  

□ マスターとスレーブはリンクできているか  

□ 充電は正常にできるか  

□ 送信機のファームウェアは最新か  

バッテリー 

充電器 

□ バッテリー、充電器に損傷はないか  

□ 充電は正常にできるか  

□ バッテリー寿命の確認  

□ バッテリーの放電（8％以下まで）  

□ バッテリーのファームウェアは最新か  

タブレット 

□ タブレットに損傷はないか  

□ 正常に動作するか  

□ モバイルのソフトウェアは最新か  

□ 正常に動作するか  
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パイロットアプリ 

（関連アプリ含

む） 

□ アプリのバージョンは最新か  

起動時 

及び 

飛行状態 

□ 機体と送信機の接続は正常か  

□ パイロットアプリの接続は正常か  

□ 各センサーの値は正常か  

□ GPS信号の受信は正常か  

□ コンパスキャリブレーションは正常か  

□ モーターの回転方向は正常か  

□ モーターの振動、異音はないか  

□ ランディングギアの動きは正常か  

□ 送信機操作との連動性はよいか  

□ ジンバル、カメラの動きは正常か  

□ 撮影、録画は正常か  

□ ホバリングの安定性は良いか  

□ 電波の通信は正常か  

□ 各種飛行モードの動作は正常か  

□ 各種パラメーターは適正に設定されているか  

                       
南あわじ市                        
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フライト（前・後）チェックシート 
                  様式-２ 

日 時 2017年  月  日 場 所  機体名   

操縦者  安全管理者  点検者   

 ※チェック対象については該当項目を確認し、正常なものに ☑ マークを記入する。不具合がある場合は備考に記入する。 

点検対象   点検項目           備考           

機 体 

□ 機体に損傷、フレームのガタツキはないか   

□ モーターにガタツキ、異音はないか   

□ ネジ類の緩みはないか   

□ 各センサー類のエラーはないか   

□ 配線ケーブルに抜け、損傷はないか   

□ プロペラに摩耗、損傷はないか   

□ プロペラガードに異常はないか   

□ 機体、センサーのファームウェアは最新か   

ジンバルカメラ 

□ ジンバル、カメラに損傷はないか   

□ 機体、ジンバル、カメラがしっかりと固定できるか   

□ ジンバルの動きは正常か   

□ 充電はできているか   

□ SD カード等の空き容量はあるか   

□ ジンバル、カメラのファームウェアは最新か   

送信機 

□ 送信機に損傷はないか   

□ スティック、スイッチの動きは正常か   

□ 機体とリンクできているか   

□ 充電はできているか   

□ 送信機のファームウェアは最新か   

バッテリー 

□ バッテリーに損傷はないか   

□ 満充電できているか   

□ バッテリーのファームウェアは最新か   

タブレット 
□ タブレットに損傷、動作に異常はないか   

□ 充電はできているか   

パイロットアプリ 

設定 

（関連アプリ含

む） 

□ 正常に動作するか   

□ 無線チャンネルの設定はしたか   

□ 自動航行のコース設定は適正か   

□ ジオフェンスの設定は適正か   

□ アプリのバージョンは最新か   
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起動時 

及び 

飛行状態 

□ 機体、送信機、パイロットアプリの接続は正常か   

□ 各センサーの値は正常か   

□ GPS信号の受信は正常か   

□ コンパスキャリブレーションは正常か   

□ モーターの回転方向は正常か   

□ モーターの振動、異音はないか   

□ 送信機操作との連動性はよいか   

□ ジンバル、カメラの動きは正常か   

□ ホバリングの安定性は良いか   

□ 電波の通信は正常か   

□ 各種飛行モードの動作は正常か   

□ 各種パラメーターは適正に設定されているか   

気 象 

環 境 

□ 天候の急変の恐れはないか   

□ 風速は 5ｍ/ｓ以下か   

□ 異常な電波は発せられていないか   

申請・許可 

□ 飛行許可は申請しているか   

□ 関係機関に使用・占用許可は申請しているか   

□ 飛行区域管理者の同意は得ているか   

その他 

□ 飛行必要備品は揃っているか   

□ 見張り員の配置は適正か   

□ 作業員の体調は良いか   

                        南あわじ市 
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撮影・計測記録

表 
                      様式-3 

                            

日 時 2017年  月  日 場 所  機体名  

操縦者  安全管理者  点検者  

天 気       気 流        風 向    度  

風 速     ｍ/S  気 温      ℃  電 波      

コース 開始時間 終了時間 飛行時間 総飛行時間 備考 
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                                 南あわじ様式-４ 

平成 年 月 日 

無人航空機に係る事故等の報告書 
 

許可等年月日※  許可等番号※  

飛行させた者  発生日時  

発生場所  

 

無人航空機の 

名称 

製造者： 

名称： 

製造番号： 

その他： 

事故等の概要 概要： 

 

 

 

 

死傷者の情報： 

 

 

 

物件の損壊状況： 

 

 

(機体及び物件の損壊状況の写真等がありましたら添付願います) 

その他参考となる事

項 

報告者の氏名： 

連絡先： 

 

                     

※無人航空機の飛行に関する許可承認を得ている場合は記載願います。 

○報告方法 

 別添に掲載する「無人航空機による事故等の情報提供先一覧」を参照願います。 

○報告の取扱い 

本情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考とさせて頂くものです。報告へのご協力

をお願いします。 

○問い合わせ先 

国土交通省航空局安全部 無人航空機窓口 

電 話  ：０３－５２５３－８１１１（内線：５０１５７、５０１５８）          
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様式-4（別添資料） 



100 

 

様式-4（別添資料） 
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様式-4（別添資料） 
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別記様式第六（第十条関係）                             様式-５ 
 

                道 路 使 用 許 可 申 請 書                                          

 

                                                          年  月  日  

     警察署長 殿  

                                  申請者 住所  

                                          氏名                         

 

道路使用の目的  
 

場所又は区間  
 

  期    間     年  月  日  時から   年  月  日  時まで  

 方法又は形態  
 

 添 付 書 類 
 

現 場  

 

責任者  

 住 所  
 

 氏 名  
 

 電話  
 

 第     号  

                    道 路 使 用 許 可 証                                     

 上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。  

  
条件  

  

                                                 年  月  日  

 

                                                    警察署長   印  

   

    備考 １ 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の      

 所在地及び代表者の氏名を記載すること。 

         ２ 申請者は、氏名の記載と押印に代えて、署名することができる。 

         ３  方法又は形態の欄には、工事又は作業の方法、使用面積、行事等の参加人      

 員、通行の形態又は方法等について必要な事項を記載すること。 

         ４ 添付書類の欄には、道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必       

要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。 

        ５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 
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様式-6 

平成  年  月  日 

許  可  申  請  書 

 

住 所        氏 名     

兵庫県知事         様 

 〒 申請者住所    

   －     

 申請者氏名    

 （  ）     － 

 担当者氏名    

 

 

下記のとおり河川法第       条の許可を申請します。 

記 

 

申 請 区 分 
  新規 ・ 継続    権利  地位 

変更（工期・  ） 譲渡 承継 

法区分 条文区分 申請区分 

      

現 許 可 番 号 兵庫県指令     河第   号の   

現許可年月日          年   月   日   

河 川 の 名 称      級河川     川水系       川       

 占  用又 は行為 

の 場 所 

                            から 

                            まで 

      

      

 占 用 又 は 行 為 

の 主 な 目 的 

自己居住用 ・ 農林水産業用 

その他（           ） 
      

占用物件の数量・規格・構造等 

物 件 名 寸法（外径） 数量(延長・面積等) 単 位 種 別 枝  名 等地 

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

 （注）太枠内は記入しないで下さい。 

 

 

印 

 

許可申請 

手数料 

収入証紙 

貼付欄 
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港湾水域（公共空地）占用許可申請書         様式-7 

平成  年  月  日 

 

住 所        氏 名     

兵庫県知事         様 

 〒 申請者住所    

   －     

 申請者氏名    

 （  ）     － 

 担当者氏名    

記 

申 請 区 分 
  新規 ・ 継続      権利  地位 

変更（工期・  ）    譲渡 承継 

法区分 条文区分 申請区分 

０ ６     

現 許 可 番 号 兵庫県指令      第       号の 有料無料区分  

現許可年月日    平成     年    月    日 調 定 区 分  

港 湾 の 名 称             

 占  用又は行為 

の 場 所 

                              から 

                              まで 

      

      

 占 用 目 的        

占用物件の数量・規格・構造等 

物 件 名 寸法（外径） 数量(延長・面積等) 単 位 種 別 枝  名 等地 

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

     ・    ｍ                ・       

 （注）太枠内は記入しないで下さい。 

占用の期間  許 可 の 日 から  平成    年    月    日まで 

工事の期間   平成   年   月   日から  平成    年   月   日まで 

 工 事 の  

 実 施 方 法  

 

 

特 記 事 項      
 

 

印 
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様式-8 

無人航空機回転翼機所有登録書  

           平成  年  月  日 

  殿            

                  

       申請者 住  所  

         氏  名  

           
 

           

            

 下記により、無人航空機の登録を申請します。  

記  

1 , 申請機 ① 機体名   

      管理番号   

      S/N   

     ② 機体名   

      管理番号   

      S/N   

     ③ 機体名   

      管理番号   

      S/N   

2 , 添付書類           

   (1),建設無人航空機回転翼機管理台帳  

   (2),建設ＵＡＶ操縦士登録証一覧表   

3 , 使用目的           

   建設無人航空機  

   (1),点検業務（橋梁・ダム・トンネル）  

   (2),測量業務（災害現場の測定・遺跡調査現場測定）  

   (3),各種管理業務（工事現場・観光施設など）  

                 

 テロ行為及び第三者のプライバシーを侵害するような行為には一切使用しません。  
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様式-9 
          

■フライト準備         

 ・周囲の安全確認        

  □飛行空域を十分確認し、飛行ルート、飛行で注意する場所、障害物の位置などを正確に 

   把握したか         

  □観測や空撮等業務の手順や装置操作、役割分担などを確認したか   

  □付近に危被害の恐れのある建築物は無いか      

  □幼稚園、学校、病院、などの公共施設関係への連絡や配慮は十分か   

  □飛行領域に人が入らないよう、監視員や標識を立てたか    

  □家畜、養蚕、養蜂、養魚などに対する配慮は十分か     

  □撮影許可書を提出したか       

  □服装に不具合は無いか        

  □ヘルメット、サングラスはしているか      

    □2.4GHz帯を使っているものが周囲に無いか（例 UNIC）     

          

 ・機体、スキッド、ジンバル等の外観確認      

  □ボディに破損箇所・曲がりなどはないか       

  □プロペラがモーターの回転方向に対して逆についてないか     

  □プロペラ固定ネジに緩みはないか       

  □プロペラがきちんと一直線に開かれているか      

  □モーターが水平に取り付けられているか       

  □アームにガタ、曲がりがないか        

  □アームがきちんと開かれた状態で固定されているか      

  □スキッドに破損箇所・曲がりなどないか       

  □スキッドが機体にしっかり固定されているか     

  □ジンバルがスキッドにしっかり固定されているか      

  （振動吸収ダンパー及びゴムリング また、機体と干渉していなか）    

  □カメラがカメラマウントにロックされているか      

  □後部ＬＥＤが見えるように置き、バッテリーを機体に繋ぎ少しプロペラを  

   回転させて、 モーターの回転方向とプロペラピッチ（上下）が合っているか  

   ＊１箇所ずつチェックする。        

          

 ・プロポ（送信機）の確認       

  □IOCスイッチがＯＦＦになっているか       

  □Go homeスイッチがＯＦＦになっているか       

  □ＧＰＳ機能が【ＧＰＳ】になっているか（ＧＰＳ衛星は、6個以上検知しているか）  

  □ジンバル操作スティックがニュートラルになっているか     

  □ジンバル操作モードが任意の位置になっているか    
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    送信機の設定の例として IOC、Go Home  

 

 

 

     の OFF と GPS 機能の GPSがスイッチの   

GPS が６個以上検知できているとき LEDは緑色に光ります      一番上設定し、分かりやすくする  

          

          

■フライト前  

   天候を確認し風が強くないか風速計で確認する  

    □2.4GHz帯を使っているものが周囲に無いか（例 UNIC）  

 ・プロポ（送信機）の確認  

  □ＧＰＳスイッチを【ＧＰＳモード】（※ＧＰＳ衛星の検知状況を必ず確認する） 

   または【オートモード】（※屋内でフライトする場合は、必ず【オートモード】） 

   にセットする  

  □2.4GHz帯の電波が混信してないか  

  周りに 2.4GHz帯の電波を使用しているものがある場合送信機の使える電波の範囲 

  が狭まっていくためフライトしない。送信機の信号を受信できなくなり墜落す 

る可能性がある。 

  □IOCスイッチがＯＦＦになっているか 

  □Ｇｏ ｈｏｍｅ(ゴー・ホーム)スイッチがＯＦＦになっているか  

  □各種スイッチを確認する・把握する 

  □送信機の電源スイッチを上にスライドしＯＮにする  

  □送信機のバッテリー量を確認する  

  □ＬＣＤ画面で、デジタルトリム（4箇所）調整箇所の数値が”０”になっているか確認する 
 

 

         

・機体(本体、スキッド、ジンバル等)の確認    

  □機体にバッテリーを搭載後、バッテリーをきちんと固定する   

  □バッテリーの配線がプロペラにあたらないか確認する   

  □バッテリーチェッカーにて機体に搭載されているバッテリーの状態を確認する  

  □カメラの電源を入れ、撮影の設定を行う     

  □機体のビデオ送信機のケーブルをカメラに接続する    

  □機体コネクターとバッテリーコネクターを接続する機体より電子音が鳴り、 

   ジンバルとプロペラが微小に動きその後、ＧＰＳを検知する  

   コネクターは必ず GND（-）から接続する    

  □モニターへバッテリーを接続し、バッテリーの電源を入れる   

   ※屋内では、ＧＰＳ衛星を検知することが出来ない   

  □モニター電源を入れ、ビデオ送信機からの電波を受信しているか確認する  

   ※サーモグラフィカメラまたは一眼レフカメラからの映像を確認する 
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■カメラの電源を入れ、撮影の設定を行う   

  □ビデオ送信機のケーブルをカメラに接続する  
 

  □モニターへバッテリーを接続し、バッテリーの電源を入れる   

  □本体コネクターとバッテリーコネクターを接続する  

   本体より電子音が鳴り、ジンバルとプロペラが微小に動き  

   その後、ＧＰＳを検知する     

   ※屋内では、ＧＰＳ衛星を検知することが出来ない   

  □モニター電源を入れ、ビデオ送信機からの電波を受信しているか確認する  

   ※サーモグラフィカメラまたは一眼レフカメラからの映像を確認する 
  

     

■フライト（周りに何も置かないで、平らな場所で離着陸する） 

   ※屋外で離陸する際、ヘリポートを使用する 

  □機体から離れ、周囲に人がいないか確認する  

  □機体周辺の電波状況を確認する   

  □各スイッチが OFFまたは任意のモードになっているか確認する  

  □送信機の電源スイッチをスライドさせＯＮにする  

  □機体が水平に保たれているか   

  □機体本体コネクターとバッテリーコネクターを接続する  

   機体本体より電子音が鳴り、ジンバルとプロペラが微小に動き  

   その後、ＧＰＳを検知する   

   バッテリーを接続する際に傾けたり動かしたりしない 

  傾けてしまうと GPSが傾いた角度で位置を記憶してしまうため安定してフライト 

  させることが出来なくなる   

  送信機と本体の電源を入れる順番を間違えない 
  

 

 

 

 

 

 


