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筆者が子供の頃，ラジオコントロールの模型，いわゆるラジコン模型は値段も高く，高嶺の花のお
もちゃの一つでした．そのため当時は専ら有線でつながれた模型の車や戦車をリモコンで操縦する方
式が多く，その後無線で左右の舵や発進と停止などの簡単な制御ができるものが登場したのを覚えて
います．一方，大人がエンジン付きの模型飛行機やバギータイプの模型の車を操縦しているのを見て，
うらやましく思ったものでした．

現在はどうでしょう？  ラジコンの模型飛行機，ヘリコプター，車などなど，様々なラジコン模型
が安価で購入できるようになっています．しかも制御できる機能は豊富です．最近ではスマホで操作
する模型ヘリコプターまで登場しています．これは様々な技術の向上で，制御用デバイスや駆動用
バッテリーが安価で高性能になり，安価で誰でも簡単に飛ばせるようになったこと，また，遠隔操作
用の無線通信技術も携帯電話や Wi-Fi 技術とともに進化した結果だと思われます．

これまでラジコンと言えば，一般的には趣味の模型分野としての認識が高いようですが，今日では，
農薬散布用や資源探査などの用途にも利用されています．最近では，マルチロータ型の無人航空機を
使った商品の宅配の構想や上空からの撮影に利用されるなど，ラジコン・無人機の利用が広がってい
ます．また，本小特集でも解説しているように，ラジコン・無人機の技術は軍事用として発達しまし
たが，近年では無人機や無人航空機はますます高度化し，利用が進んでいます．

一方，ラジコンや無人機において，その無線通信技術は非常に重要な要素技術となっています．国
際連合（UN）の専門機関の一つである国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication 
Union）においても，2012 年に 5 GHz 帯に無人航空機の遠隔操作用の周波数の分配が行われ，現在
でも追加分配が検討されています．特に無人航空機を遠隔で操作するための通信回線は，その特徴か
ら高信頼性が要求されるため，今後の利用については十分な議論が必要です．

本小特集では，今後ますます広がりを見せるラジコン・無人機の利用を踏まえ，ラジコン・無人機
の無線技術及び利用について取り上げました．

ラジコンを無線通信技術の面から，これまでのラジコンの歴史に始まり，最近の技術紹介，そして
無人航空機への応用までを取り上げます．一方で，ラジコンや無人航空機の事故も実際に起こってお
り，運用方法にも十分配慮が必要となっています．このため運用面からも執筆をお願いしました．本
小特集を通して，ラジコン・無人機の無線通信技術について皆さんの理解が深まれば幸いです．

最後に，執筆者の御紹介や原稿執筆を御快諾頂いた執筆者の皆様，編集作業に御協力を賜った通
信ソサイエティマガジン編集委員，並びに学会事務局の皆様に感謝の意を表します．

＊   「ラジコン」は （株） 増田屋コーポレーションの登録商標です．本小特集は，一般的なラジオコントロール技術について取り
上げており，特定の商品若しくは技術を示すものではありません．
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  1 ラジオコントロールの進歩
筆者が模型飛行機を始めたのは 1942 年頃からで，ラ

イトプレーンと呼ばれるゴム動力の模型飛行機だった．
行き先は飛行機任せで，上昇気流に乗せれば行方不明に
なることもあった．当時としては行方不明になるほどよ
く飛ぶ模型飛行機として喜んだが，この行方不明になる
模型飛行機を，自分の足元に着陸させることができない
かと思ったのは，模型飛行機を楽しんでいた人たちの願
いだったと思う．

1945 年終戦となり，米軍から「模型飛行機の製作を
禁止」するとのお達しがあった．模型飛行機愛好家に
とっては大変なお達しであったが，後日これは実機飛行
機を設計するための風洞実験に使用する模型飛行機が対
象であり，趣味の模型飛行機の製作や飛行に関しては禁
止されていないことが分かり，趣味としての模型飛行機
が日本の空に飛び始めた．

また，米軍の軍人たちの中にも模型飛行機を趣味とし
て楽しんでいる人たちが多く，この人たちから U コン
トロールと呼ばれる，操縦用ハンドルと飛行機の間を径
0.2 mm，長さ 20 m のワイヤ（ピアノ線）で接続して
操縦用ハンドルを手に持ち，上昇と降下をコントロール
できる模型飛行機を知ることができた（図 1）．

この U コントロール（略して U コンと呼んでいた）
も日本全国に広がり，各地で競技会が開催されるように
なった．しかし，この U コン機も，ワイヤにつながれ
て飛行する模型飛行機では，余りにも実機と違いすぎる
ため，無線操縦により自由に飛行する装置が考えられた．
最初に無線操縦が考えられたのは飛行機ではなく船から
で，1897 年英国人 E. Wilson が船の無線操縦について
英国の特許を取っている．

実験については 1898 年米国の N. Tesla が成功して
いるようで，当時は兵器に使用するのが目的であったた
め船による実験であったようだ．

航空機での実験は，米国の Roberts が飛行船によっ

て行ったようで，当時の送信機は火花式発振機だったそ
うだ．受信機はコヒーラ（Coherer）で動作も不確実な
ものであり，期すべき成果は挙げられなかったようだ．
火花式発振機とコヒーラ検波器の関係については大変古
い時代のものであり，筆者も経験したことがなく十分な
説明ができないが，簡単に説明すると図 2 のごとくガ
ラス管に両側から電極を挿入し，間にニッケルの微粉を
入れておく．微粉の接触抵抗により，比較的高い抵抗値
を示すがこれに高周波電流を流すと，抵抗値は激減して
リレーを働かすことができる．高周波電流を断っても減
少した抵抗値は元へ戻らないから，叩くか振動を与える
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かしなければならない．
当時の回路には到来電波がなくなったとき，電磁石が

働いてコヒーラをたたく装置が付いていたのではない
か．いずれにしても極めて幼稚な装置だから，成功の可
能性も少なかったのではないだろうか．

1914 年に三極管が発明されてから，無線操縦の研究
も急速に進み，我が国においても軍事用として無線操縦
方式が研究されたようだ．その後は，軍事的または学術
的研究は余りないように見受けられるが，米国では新型
機を急速に量産するため無線操縦によって各種の実験が
進められ，これが民間に広まって模型界においてラジオ
コントロール（ラジコン）全盛期を迎えたと言われてい
る（図 3）．

初期（1954 年頃）の日本ではラジコンに使用されて
いた電波は 27.12 MHz 1 波であった．その後 27 MHz
帯 で 6 波，40 MHz 帯 で は 2 波 認 可 さ れ て い た が，
27 MHz 帯は市民バンドの混信を受け墜落するトラブル
が起こった．電波は国民生活に欠かせない貴重な財産で
もあり，業務への利用拡大が予測される状況の中でのラ

ジコンへの周波数割当は困難を極めた．しかしながら，
関係団体の尽力により，ラジコンは青少年の育成と，国
民の豊かな文化生活に貢献する健全なホビーとして理解
が得られ，1984 年（昭和 59 年）にラジコン専用電波
として，40 MHz 帯 13 波が認可された．

その後 1985 年（昭和 60 年）ラジコン専用電波の自
主規制業務を適正に実施する組織として郵政大臣の認可
を受け，（財）日本ラジコン電波安全協会が設立され，
ラジコン送信機の標準規格適合証明書，ラジコン操縦士
登録，ラジコン専用電波に関する調査研究等，事業を通
じてラジコン電波の健全な普及発展に努めている．日本
ラジコン電波安全協会の尽力により，1992年（平成4年）
には 72 MHz 帯 10 波が認可された．

また，2007 年（平成 19 年）には待望の 2.4 GHz 帯
が認可され，従来の周波数帯を使用する際に必要であっ
た故意の混信から逃れることや，競技会における周波数
管理の煩わしさから解放され，ラジコンの飛行機も安定
して飛行するようになった．

初期ではラジコンは送受信機共に真空管方式で，周波
数は27.12 MHzを使用しており，送受信機のほかラダー
とエンジンコントロールを行うエスケープメントがセッ
トになっていた．エスケープメントには旋回時にラダー
を左右に動作させるエスケープメントと，エンジンの回
転を高回転と低回転に変化させるエスケープメントの 2
種類があり，2 個 1 組で使用していた．

図 4 を用いてエスケープメントの動作を説明する．
マグネットに電流が流れていないオフの状態では，アマ
チュアはスプリングで引かれてアーム及びラダーは中立
となっている．アームはゴムによって常に矢印の方向に
回ろうとする力が働いている．今マグネットのコイルに
電流が流れるとアマチュアは吸引されて，アームは 90°
回転する．アームにあるクランクピンとリングによって
ラダーは動作する．電流が断となると，スプリングによっ

　　　図3　�日本製ラジコン送信機�
「Super�Teletrol」（1954年発売）
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てアマチュアは元の位置に戻るがこのときアームは更に
90° 回転してラダーは再び中立となる．もう一度コイル
に電流を流してやれば，同様のことを繰り返すが今度は
ラダーは前と反対の方向に動作する．

マグネットのコイルに電流を流すには，受信機のリ
レーによって行うのであるが，このリレーは電波が受信
されたときに動作するようになっているから，送信機の
押ボタンを押して電波を出してやれば図 4（b）の状態
となって方向転換をすることができる．押ボタンを離し
て電波を止めればラダーは中立に戻る．つまり押ボタン
を押すことによって交互に中立→右，中立→左とラダー
を働かすことができる．

受信機は超再生方式で飛行前に受信機の調整が必要
なため，無線の知識がなければ超再生受信機を安定良く
働かせるのは大変な作業であった．なお，受信機はエン
ジンや着陸時の振動から守るため，機体内にゴム等に
よって吊り下げる方法で振動防止を行っていた．また，
現在のトランジスタ方式の送受信機と違って電源も A
電池と B 電池が必要なため，これらの重量も大きく送
信機に A 電池として真空管のヒータ用の 1.5 V 単 2 電
池，B 電池として真空管の高圧電源用の 67.5 V の大形
電池 2 個を直列接続して 135 V を得ていた．

この時代にはトランジスタも存在していたが，
27 MHz 帯の高周波用として使用可能なトランジスタは
存在しておらず，真空管を使用した受信機の電源は，真
空管のヒータ用として 1.5 V 単 2 電池 1 個と操舵用に
4 個の計 5 個，真空管の B 電源として 45 V の電池 1 個
を搭載していた．図 5 の機体は 1954 年に筆者が製作し
たラジコン 1 号機で，送受信機共真空管を使用しており，
電池などの重量も重く，現在のラジコン機と比較すると，
これらの装置で操舵できるのは，方向舵による右旋回と
左旋回，エンジンコントロールによるエンジンの高回転
と低回転で上昇と降下の飛行であった．

  2 マルチチャネル送信機
1961 年，従来のラダーコントロールとエンジンコン

トロールのみの単純なラジコンから，実機と同じ操舵が
可能なマルチチャネルラジコンが考案された．

マルチチャネル装置では，昇降舵（エレベータ），方
向舵（ラダー），補助翼（エルロン），エンジンコントロー
ル，フラップ（高揚力装置），引込脚のコントロールを
することができる（図 6）．

これらを動作させるために初期においては各機能に 1
個のリレーが付いており，このリレー回路の調整が必要
であった．そのため，調整を必要としない現在のラジコ
ンと比較すると当時のラジコンは非常に不安定なセット
であったと言える．

このマルチチャネルのラジコン装置も後半ではリ
レーレスマルチチャネル装置が設計され，初期のマルチ
チャネル装置と比較すれば取扱いの容易なものとなっ
た．このコントロールは送信機の各機能に 1 個のスイッ
チが付いており，合計 6 個のスイッチが付いている．
これらのスイッチを両手で操作して飛行機を操縦するの
だが，このスイッチ操作こそ神技だった．

  3 プロポーショナル送信機
1965 年マルチチャネルからプロポーショナルに変わ

り，現在に至っている．
飛行機，ヘリコプター，グライダーを操縦する送信機

は，正確な名称をディジタルプロポーショナルシステム
（ディジタル比例制御方式）と言い，略してプロポと呼
んでいる．プロポの内容は送信機，受信機，サーボモー
タ，電源用電池となっている．

このプロポーショナルに変わってから送信機のス
イッチ類もスティック方式となった．スティック方式に
はモード 1 とモード 2 があり，日本ではモード 1 が主

図5　�1954年製作のラジコン機�第 1号．送信機，受信
機共真空管を使用

図6　マルチチャネル送信機
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として使用されている．
モード 1 では，送信機の左スティックを上下に動作

させると飛行機のエレベータが上下に動作し，飛行機は
機首上げまたは機首下げとなる．同じ左スティックを左
右に動作させると，飛行機のラダーは左右に動作し飛行
機は機首を左または右に振る．送信機の右スティックを
上に倒すとエンジンは高速回転に，下に倒すと低速回転
となる．同じく右スティックを左右に動作させると，飛
行機のエルロンは交互に動作し，飛行機は右または左に
傾く．

左右のスティックにはトリム調整（微調整）が付いてお
り，スティックの動作方向と同じ方向のトリム調整がで
きるようになっていて，水平飛行の微調整をすることが
可能である．また，エンジントリムはエンジンのアイド
リング調整と，エンジンを停止させることが可能である．

以上が送信機の基本的な機能で，5 チャネル送信機と
呼んでいる（図 7，8）．

脚の引込やフラップ等の作動については，引込脚の作
動はギヤスイッチ（引込脚スイッチ），フラップの作動
はフラップレバーまたはフラップスイッチで行う．引込
脚とフラップが追加された送信機を 6 チャネル送信機
と呼ぶ．

以上は飛行機を操縦するための基本的な機能である
が，高級な送信機になれば飛行機用，ヘリコプター用，
グライダー用等の専用送信機があり，これらはコン
ピュータが普及してから設計された送信機で，ディスプ
レイを見ながら簡単に機能設定できるコンピュータ方式
であり，飛行機，ヘリコプター，グライダー用の優れた
機能を装備している（図 9）．1975 年には従来使用され
ていた AM 変調方式（振幅変調方式）から FM 変調方
式（周波数変調方式）に変更された．これは，FM 変調
方式の方が雑音から受ける妨害が少なくなり，すなわち
誤作動が減少することが理由である．

2007 年（平成 19 年）には 2.4 GHz 帯の使用が始まっ
たが，この周波数帯はスペクトル拡散方式となっており，
従来の送信機より大幅なダイレクトレスポンス向上が得

られている．
また送信機は固有の ID（固体識別）番号を持っており，

その番号を受信機に記憶させることで，その送信機と受
信機のセットでしか動作しないようになっている．

このため，従来のラジコンのような混信によるトラブ
ルが減少した．

  4 車用プロポ送信機
ラジコンは模型飛行機用として開発されたが，プロポ

が開発されてから模型車用ラジコンの開発が進んだ．模
型車用としてはステアリングのコントロールとエンジン
または電動モータのコントロールができれば目的を達す
ることが可能であるため，送受信機は 2 チャネルとなっ
ている．

右スティックを左右に操作するとステアリングはス
ティックに比例して左右に動作する．左スティックを上
下に操作すると，スティックを上げたときエンジンまた
は電動モータが高回転となり，スティックを下げたとき
エンジンの場合はアイドリング回転となり，電動モータ
の場合は停止状態となる．また，ステアリングの左右の
微調整はトリムにより可能であり，エンジンのアイドリ
ング回転数等の微調整が可能となっている．

なお，電動モータのコントロールは受信機と電動モー
タとの間にスピードコントローラを接続している．エン
ジンの場合は，受信機に接続されたサーボモータにより
エンジンのスロットルをコントロールして回転数をコン
トロールする．

送信機の初期はスティック方式であったが，コント
ロールを実車に近づけるためホイール式送信機が開発さ
れ，現在ではスティックユーザのためのスティック方式
の送信機とホイール方式の 2 種類が存在する（図 10）．

初期の送信機にはステアリングとエンジンコント

図7　樹脂ケースのプロポ送信機 図8　金属ケースのプロポ送信機
図9　�10チャネルコンピュータプロポ

送信機



162 通信ソサイエティマガジン No.31  冬号 2014

ロール，または電動モータのみコントロールが可能で
あったが，現在のコンピュータプロポには車専用の特殊
機能が装備されている．先駆機能のうち，テレメトリー
機能とロガー機能について説明すると，テレメトリー機
能は車両に搭載した温度センサ，回転センサと受信機に
入力される電圧などの各種データを受信機から送ること
によって送信機のディスプレイパネルでリアルタイムに
数値を確認することができる（図 11）．

ロガー機能は車両に搭載したセンサにより，バッテ
リーやエンジンモータなどの温度 2 系統，エンジンや
モータの回転数や受信機に入力されている電圧データを
送信機にログ（記録）することができる．

ここでお気付きと思うが，空用プロポと車用プロポは
存在するが，船舶用プロポが存在しない．船舶の場合は，
空用プロポまたは車用プロポを代用することで船舶用と
して使用することが可能であるため，船舶用プロポの開
発は行われていない．

  5 世界の現状
世界の現状としては，初期の頃，模型エンジンや送受

信機のほか模型飛行機等，アメリカやドイツ等ヨーロッ
パのメーカ製品が大変優れていた．特にドイツでは送信
機が 2 種類存在し，日本で使用されている手に持って
使用する小形の送信機と，肩バンドを使用して送信機を
つり下げる方式で使用する大形の送信機があり，後者の
大形送信機が使用されている．1960 年頃になると，ラ
ジコン装置やエンジン等，日本製品の性能がアメリカ製
品やヨーロッパ製品と比較して向上し，イギリスにおい
て開催された世界選手権で日本製エンジンが優勝すると
いった成績を収め，海外のエンジンより性能が優れてい
ることを証明した．

この頃から，ラジコンの送受信機も海外の製品よりも
優れたものが発表され，現在では日本製品が世界各国に
輸出され，世界中の模型店で日本製品を見ることができ
る．輸出用の送信機はモード 2 送信機で，スティック配
置は実機の操縦桿とエンジンスロットルの配置と同じで
ある．送信機の右スティックを前後に操作すると模型飛
行機は前後，すなわち機首上げと，機首下げとなり，左
右の操作では飛行機は左右の傾きとして操縦される．送
信機の左スティックを左右に操作すると模型飛行機は左
右に機首を振る動作をし，前後に操作すると，スティッ
クを前方に倒したときはエンジン回転が高速となり，手
前に倒したときは低速となる．

このようなモード 2 タイプの送信機が主として輸出さ
れており，受信機，サーボモータ電池等に関しては日本
国内で使用されているものと同じ製品が輸出されている．

中国製品も最近は低価格で製造されており，少数だが
輸出されている．

  6 ラジコンの歴史を振り返って
ラジコンの飛行機やグライダーが日本の空を飛び始

めた 1954 年当時のラジコン装置は安定性も悪く，特に
受信機は超再生方式であったため飛行前の調整も非常に
大切な作業として技術も必要とされた．

現在ではラジコンも AM 方式から FM 方式となり，
雑音に対しても非常に強くなった．また，筆者らラジコ
ンファンが望んでいたラジコン専用電波が許可され（表
1），ラジコンを楽しむには一番必要とされる周波数の
問題も解決，残るは現在使用中の飛行場や走行場の確保
が一番大きな問題ではないかと思われる．

筆者が模型飛行機の製作やフライトを楽しんでいた
頃は，小学校の工作の時間でも必ず模型飛行機を作る時
間があり，工作の時間がとても楽しい授業だった．

戦後になって U コンが流行し，筆者も当時は高価な
エンジンを購入し夢中になって U コン機の製作や飛行
を楽しんだ．当時模型エンジン用燃料の入手も困難で薬

図10　ホイール式車用送信機

図11　2.4�GHzホイール式車用送信機
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局で燃料用アルコールやヒマシ油，ニトロベンゾール等
を入手し，模型エンジン用燃料を自作したときもあった
が，ヘリコプターは金属製のため，自作ができず筆者の
ような自作派にはヘリコプターは向かないと思いグライ
ダーに転向し，グライダーでは 4 年連続日本選手権を
獲得し，世界選手権ではビックグライダー部門で銀メダ
ルを獲得した．

現在までに模型飛行機の製作や飛行を楽しんできた
が，思い返せばフリーフライト，U コン，ラジコンの各
時代を楽しむことができたことを，とても幸せに思って
いる．

  7 最後に
筆者は空にあこがれ，職業，趣味共に飛行機の道に進

んだが，模型の世界には飛行機のほか，鉄道模型や船舶

模型等も存在している．これらの模型も大変楽しいもの
であり，現在でも私は模型を趣味としていることを誇り
に思う．

理由としては，第 1 に模型を楽しんでいるときは気
持ちが非常に若返り，第 2 には手先を使うこと，第 3
には頭を使い考えることが多く，仕事を終えた現在でも
毎日を楽しみのある人生を送っている．

長谷川克 　
1957産経新聞航空部入社，1962日本
国内航空株式会社入社，1974三和電子
機器株式会社入社，RC開発に従事．
1980日本RC模型グライダー協会会
長，現在に至る．2002三和電子機器株
式会社定年退社．主な著書「ラジコン・
グライダー」「ラジコン機の飛行を科学
する」．

表1　ラジコン進歩の年表
西暦年 主な出来事

1897 英国人 E. Wilson が船の無線操縦について英国の特許を取る．

1898 米国のN. Tesla が兵器に使用する目的で船による実験を行う．

1899 航空機の実験は米国のRoberts が飛行船の実験を行う．

1914 三極管が発明される．

1929 日本海軍では駆逐艦「卯月」を無線操縦して成功．

1931 日本陸軍では戦車の無線操縦に成功．

1942 日本のアマチュアとして，東京日日新聞の横田氏がRC–1型機の飛行を行った．

1954 日本にもラジコン時代来る．周波数は27.12 MHz  1 波のみ．

1955 ラジコン専用電波として27 MHz  6 波，40 MHz  2 波許可される．

1961 マルチチャネル送受信機が考案される．

1965 プロポ送受信機が考案される．

1975 AM変調方式から FM変調方式に変更．

1984 ラジコン専用電波として40 MHz  13 波認可される．

1985 （財）日本ラジコン電波安全協会設立される．

1992 ラジコン専用電波として72 MHz  10 波認可される．

2007 ラジコン専用電波として2.4 GHz 認可される．
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  1 ラジオコントロール技術の    動作説明
一般に普及しているラジコンはラジオコントロール

（Radio Control）の略称で，（株）増田屋コーポレーショ
ンの商標名である．

ラジオコントロール装置とは，一般的に電波を用いて
遠隔制御する装置を指している．リモコンと比較される
が，リモコンはリモートコントロールの略称で，通信の
媒体は有線・電波・音・光などがあり，ラジオコントロー
ルも含まれている．

　（1）模型飛行機におけるラジオコントロール操作
図 1 は模型飛行機用のラジオコントロールの送信機

で実際の飛行機のコクピットに当たる．
・エルロン：操縦桿を左右に動かして主翼の補助翼を制

御して機体を回転方向に制御する．
・エレベータ：操縦桿を前後に動かして尾翼の昇降舵を

制御して機体を上下に制御する．
・エンジン出力調整（エンジンコントロール）：操縦桿

とは別のレバーでエンジンの出力を制御して機体の
スピードを制御する．

・ラダー：実機はペダル操作で行う．尾翼の方向舵を左
右に動かして機体の方向を制御する．

　（2）模型自動車におけるラジオコントロール操作
図 2 は模型自動車用のラジオコントロール用の送信

機で実際の車の運転席に当たる．
・ホイール：左右に回転させることで車のステアリング

を左右に動かして方向制御をする．
・トリガ：車のアクセル制御のようにスピードを制御する．

  2 動作制御方式と    無線通信方式の流れ（1）～（3）

表 1 に示すようにラジオコントロールの制御方式の進
化は無線通信方式の進化と密接な関係にある．ラジオコ
ントロールの制御技術の流れは，トランジスタ回路を用
いたアナログ処理から高速 CPU を用いた高精度ディジ
タル処理へと変遷している．無線通信方式も，27 MHz  
AM 変調方式から 5.7 GHz のスペクトル拡散通信へマイ
クロ波通信と高度な符号通信へと進化してきた．

ラジオコントロール技術における
通信制御方式の移り変わり

姉歯　章 Akira Aneha 双葉電子工業電子機器事業センター企画開発グループ

ⓒ電子情報通信学会 2014

エレベータの操作（上昇・降下）

ラダーの操作（方向）

エンジン出力の
調整

エルロン
飛行中の方向操作

図1　飛行機の操作

ホイール
（方向調整）

トリガ（スピード調整）

図2　車の操作
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歴史的な流れは，「電波科学」（1993 年創刊）で軍事
技術として紹介されていたと聞いている．技術の進化と
年代については正確な情報が得られないので，ここでは
割愛する．

  3 動作制御方式による分類
　（1）シングル方式（1） ～ （3）

初期のラジオコントロールの送信機は複雑な情報を伝
送する技術がなかったことから，送信機に実装されたボ
タンにより電波（キャリヤ）をオンオフし，姿勢制御等
に用いられるサーボの動作を制御していた．搬送周波数
を LC 発振回路で 27 MHz を発振していたため温度によ
る周波数安定性は悪かった．そのため，搬送周波数が大
きくずれると通信距離が短くなり飛行制御が不安定と
なった．その後クリスタル発振方式が採用され約
± 20 ppm ほどの安定した 27 MHz，40 MHz の周波数
が用いられた．電波型式としては A1D（電波型式は表 3
参照）で電波を断続して送信する方式であった．受信機
は超再生回路でオンオフ信号を復調して，リレーをオン
オフしてモータを動作させたり，電磁石をオンオフさせ
て順序式のエスケープメント（図 3）を制御して使用し
ていた．エスケープメントとは機械式時計のがんぎ車構
成を呼び，ねじの代わりにゴムを巻いて回転動力にして
いる．歯車の外周部分にピンを取り付けることで歯車が
回転するとピンの位置が左右または前後に変化する．そ
の変化を方向舵の制御変化にすることで，進行方向の制
御が可能になる．図 4 は受信機系の配線仕様を，図 5 は
模型飛行機に搭載して使用した場合を示す．

図 6 に示すように，AM 変調方式は電波の強弱で信号

表1　動作制御方式と無線通信方式の関係
動作制御方式 無線通信方式

シングル方式：
単一のオンオフ動作制御

AM変調 キャリアオンオフ
超再生受信
27 MHz 40 MHz

マルチ方式：
複数のオンオフ動作制御

AMトーン変調 超再生受信，
スーパヘテロダイン受信
27 MHz 40 MHz

パルスプロポーショナル：
複数の多段階動作制御

AMトーン変調 間欠送信
スーパヘテロダイン受信
27 MHz 40 MHz

アナログプロポーショナル：
複数の無段階動作制御

AMアナログ変調
スーパヘテロダイン受信
27 MHz 40 MHz

ディジタルプロポーショナル：
複数の無段階動作制御

AM／ FM PWM変調
FM PCM変調
位相 PCM変調
27～75 MHz
2.4 GHz，5.7 GHz

図3　エスケープメントの構造（3）

電源スイッチ

コンパウンド
エスケープ
（フタバML-2A）

ラダーへ

3Pコネクタ

単五形
電池ホルダー 単五形電池 2本

受信機　フタバF4-LR（リレーレス）

オフ
オン

図4　受信機側配線仕様�（3）

「ツー」の信号で右旋回

アンテナラダー（方向舵）

サーボ
（ラダー用）

サーボ（エンジン用）
「ツ・ツ・ツ」の信号で
エンジンのスピードが変わる

ツー
ツ・ツー
ツ・ツ・ツ

「ツ・ツー」の信号で
左旋回

図5　シングルの操縦方法�（3）

電波だけ

低周波が
変調されている

この間は
電波（キャリヤ）だけ

送信機の信号ボタンを
押すと……

〔キャリヤ式の場合〕
電波の有無が信号と
なる

〔トーン式の場合〕
信号ボタンを押すと
低周波の信号が電波
に乗る

この期間は電波がない
（雑音が入り込みやすい）

ツ ツ ツ

図6　信号と送信電波�（3）
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を伝達するため，外来雑音に対して影響を受けやすい方
式である．特に受信していない状態は外来雑音の影響を
受けやすい．更に超再生方式自体も雑音に弱い受信回路
構成であり受信不能になることがしばしばあった．

シングル方式は 1 系統の操作制御しかできず，複数
制御ができない方式だった．

初期のラジオコントロール送信機及び受信機は，トラ
ンジスタではなく，真空管で回路構成されており出力
1 W の送信機もあった．

　（2）マルチ方式 （3）

AM 受信機とりわけ超再生受信機は搬送波を受信して
いる状態であれば動作は安定しているが，送信機のオン
オフのオフ時は復調信号が不安定出力であった．そこで，
図 6 にあるように送信機側でキャリヤを常に出しトー
ン変調で信号を伝達する方式が考案された．これにより，
外来雑音で誤作動する問題が減少した．

更に，制御方式を改善して電波を変調するときのトー
ン周波数を複数用意し，受信機にトーンデコーダを設け
て複数のトーン信号を分離して各サーボを制御する方法
が考案された．いわゆる固定電話で用いられているピ・
ポ・ パ と 同 じ 方 式（DTMF：Dual-Tone Multi-Fre-Dual-Tone Multi-Fre-
quency）に近い方法である．このトーン復調に機械式
のリードリレーを用いたものがリード式であった（図
7）．リードリレーは電磁石の上に長さの異なる振動板
が多数付いていて，各振動板は特定の周波数に共振する
ように設定されており，所定のトーン信号を電磁石に入
れるとそれに共振した振動板が振動する．振動板が大き
く振動すると電気接点に接触するので電気接点から信号
の断続を取り出し，対応したサーボモータが動作する仕
組みだった．

リード式ではこの変調トーン数（リードリレーの振動

板数）を制御チャネル数としていた．飛行機ならばエン
ジンコントロール，エレベータ，ラダー，エルロンに各
二つ．エレベータトリム調整用に二つで，合計 10 チャ
ネル制御となり当時の最高級品であった．

リード式になって各舵を独立して操作できるように
はなったが，各舵は中立と最大舵しかなく，こまめにス
イッチを操作して微妙な姿勢制御をするため飛行機の操
縦はかなり難しかった．

リード式は複数の操作ができたが，最初は全てが同時
に操作できなかった．そこで，トーン信号の周波数分離
を受信側で行い，2 操作を同時に制御できる無線機が登
場した．

模型飛行機では縦と横方向の 2 方向の操縦が同時に
できればかなりの曲技演技ができる．縦方向のエンジン
コントロール，エレベータ，エレベータトリムと，エル
ロン，ラダーを分けて，この 2 種類の各 1 操作のみは
同時に操作できるようにした．例えば，エルロンで傾け
て，エレベータを引くといった旋回時に必要な同時操作
ができるようになった．

リードリレーを用いずフィルタで分離する方式も考
案されたが，フィルタの分離度が良くなく実用化されな
かった．

　（3）パルスプロポーショナル方式 （3）

シングルのトーンを間欠送信してそのトーンの長さ
と間隔を変化させることで，比例制御（プロポーショナ
ル）に似たリニア的な動作を実現した．間欠送信が数
回 ／秒だったので模型飛行機がプルプルと振動した動
作が特徴的だった．

小形軽量が可能なことから，マイクロプレーンの制御
に利用されている．

スティックの動きにつれて
サーボもなめらかに動く

メータを
省略したも
のもある

押ボタン
リレーが入って
いる

超再生検波の受信機回路

マルチチャネルセットでは
両方のスティックとも上下左右に
任意の角度に動かせる　

受信機は純電子回路だけになり
機械的な接点はなくなる

各キー，スイッチは両側に倒せて，
どのスイッチを倒しても違った
周波数のトーンが出る

周波数の違ったトー
ン信号を選び出すも
ので，これを使った
セットをリード式と
呼んでいる

マルチプロポーショナル

リードセレクタ

リード式マルチチャネルシングルチャネル
トーン式

シングルプロポーショナル

図7　各種方式�（3）
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　（4）アナログプロポーショナル方式 （3）

数 Hz の低周波信号を搬送波に乗せて，受信側で復調
後低周波信号を電圧変換してリニアな比例制御を実現し
た．連続受信しているので外来雑音に対して強かった．
ただし，スティックの振り幅やニュートラル調整が難し
く普及しなかった．

　（5）ディジタルプロポーショナル方式 （3）

現在プロポと呼ばれる方式で，主流の制御方式であ
る．スティックの角度をパルス幅数値に変換して送信
データとして伝送し，受信側でパルス幅数値を処理して
サーボを比例制御する．この制御方式をディジタルプロ
ポ－ショナルと呼び，それまでの方式に比べ動作の安定
性が優れている．具体的には送信機のスティックに連動
したポテンショメータやスイッチにより制御データが生
成され，無線でデータを受信機に送り受信機で比例制御
データをサーボに送るシステムが考案された．その方式
は PPM（Pulse Position Modulation，パルス位置変調）
方式，PCM（Pulse Code Modulation，パルス符号変調）
方式となり今日に至っている．
　①PPM方式

図8はPPM方式を用いる無線機のブロック図である．
パルスとパルスの位置間隔で情報を送る方式でアナログ
信号をアナログ伝達する方式である．高周波に AM 変
調や FM 変調して通信する．

今日でも低価格なラジオコントロールシステムで利
用されている．

図 9 は受信したパルス位置間隔をサーボチャネルご
とにパルス幅として出力するブロック図である．受信側
のデコーダ処理で一定時間信号がない状態をリセット信
号として利用して，1ch から信号を割り当てる．その信

号処理を繰り返して時系列的に入ってきた信号をチャネ
ルごとに振り分け各サーボに送っている．

図 10 はサーボ信号処理のブロック図で，受信機から
の入力パルス幅とサーボの舵角に応じたワンショットパ
ルス幅を比較してパルス幅が等しくなるようにサーボを
制御する方式である．

PPM 方式はアナログ的に情報伝達していることから
信号の途中に雑音などが入った場合，復調波形が本来と
違った波形になる．結果として，サーボ動作に影響する．
動作的には，サーボがガシャガシャというように雑音的
な不安定な動作をする．
　②PCM方式 

PCM 方式は，パルスの位置でサーボの角度情報を送
るそれまでの PPM 方式とは異なり，スティックの角度
情報（電圧値）を一度 A-D 変換器でサーボのパルス幅
に数値変換（量子化と呼ぶ）してから送信する．受信機
では，受信信号をサーボの動作パルスに変換する．
PCM 方式は現在の主流となっている．

PCM 方式は，今日の主流である 2.4 GHz スペクトル
拡散通信でも同様な方式が使われている．ラジオコント
ロール通信方式で用いているスペクトル拡散通信は主に
周波数ホッピングスペクトル拡散（FHSS：Frequency 
Hopping Spread Spectrum）通信方式である．この方
式は，ある周波数からほかの周波数へと短時間のうちに
搬送周波数を切り換えて通信する方式である．

図11は無線データパケットの一例である．通信パケッ
トのデータの部分にサーボチャネル番号や位置データ等
を入れて送信する．

近年は，サーボをコントロールする信号もパルスでは
なく，制御データを送る方式が開発されている．当社で
は S. BUS 方式と呼ばれている．

サーボが 150 度回転動作するとして，量子化のプロ
セスでサーボの振り幅の分解能を細かくすることで，

1chサーボ駆動出力

2chサーボ駆動出力

アンテナ

デコーダ
（信号変換）高周波回路

図9　PPM方式 受信機（復調）
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図11　通信プロトコル例（通信パケット）
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サーボの微細な動作が可能になる．分解能としては
9 bit（512 分 解 能 ），10 bit（1,024 分 解 能 ）， 更 に
11 bit（2,048 分解能）などがあり，これ以上の分解能
もあるが，サーボの機構的な問題で対応していない．

PCM 方式は情報データを符号として伝達している．
雑音が混入して，通信パケットをエラーと判定した場合，
誤パケットとして処理してサーボ信号には反映しないの
で，前述①の PPM 方式のようにガシャガシャというよ
うな雑音的な動作はしない．非常に安定した動作となる．

  4 ラジオコントロール    無線通信の変調方式
ラジオコントロールでは変調方式として主に，振幅変

調方式，周波数変調方式，位相変調方式が利用されてい
る．また，2 値による変調が主となっている．理由とし
ては，回路コスト，移動体通信，通信半導体の制限など
による．

　（1）  振幅変調方式 
（AM：Amplitude Modulation） （4）

情報を電波（キャリヤまたは搬送波）の強弱で伝達す
る変調方式である．電波型式で表すと A1D・A2D・
A3D が利用された．近年では A1D 変調度 100％の製品
が販売されている．

送信側は発振回路にベースバンドの信号で発振制御
して変調を掛ける．

図 12 は 3 チャネル制御の送信機の AM 電波をオシロ
スコープで観測した例である．

復調回路は包絡線検波（ダイオード 1 個でも復調可能）
となっている．特徴として，受信機が移動体であること
から，受信における電界強度が変化する．それに伴い振
幅も変化するため復調データ（パルス幅）の変化が現れ
る．AM 復調においては振幅波形を一定にするための
AGC 回路（Auto Gain Control）が必要であり，利得
コントロールのフィードバック時定数がサーボ動作の品
質の鍵となっていた．

AM 変調方式では PPM 方式が主流であった．AM 方
式の PCM 方式は電波法の設備規則の帯域制限規定にお
いて 8 bit（256 分解能）までしか送信することができ
なかったため，サーボの分解能が悪く普及しなかった．

ラジオコントロールで用いている振幅変調方式は正
確な呼び方をすると振幅偏移変調（ASK：Amplitude 
Shift Keying）となる．更に，電波法の設備規則にある
帯域制限規定に収めるために，ベースバンド波形は方形
波ではなく角が丸まった波形になっている．ガウスフィ
ルタで整形した波形に近似していることから GASK

（Gaussian-filtered ASK）とも呼ばれている．

　（2）  周波数変調方式 
（FM：Frequency Modulation） （4）

 情報を電波の周波数の変化で伝達する変調方式であ
る．電波型式で表すと F1D となる．ラジオコントロー
ルでは最もよく利用されている変調方式である．送信は
発振回路の電圧制御発振器の制御電圧に変調信号を加え
ることで FM 変調波ができる．復調方法は AM より複
雑で周波数弁別器（ディスクリミネータ）を用いた復調
方法であり通常専用ICを用いている．FM方式の特長は，
周波数の変化で情報伝達している，つまり振幅変動で情
報伝達していないことから，受信機は AGC 回路が不要
で増幅器はリミッタ増幅が可能となる．つまり，前述し
た AM での問題はなくなった．また，FM の特長として
強い信号は弱い信号に影響されることがない特性があ
り，外来雑音に強い変調方式である．また，振幅成分の
情報が不要なことから，移動体における受信電界強度の
激しい変化や，マルチパスフェージングなどが発生する
環境下における制御に向いている．更に，他局との共存
性を図るために，受信回路においてダブルスーパヘテロ
ダイン受信方式を用いることで，周波数の狭帯域化が可
能となり，同時に飛行できる数が増えた．ASK 同様に，
正式には周波数偏移変調（FSK：Frequency Shift Key-FSK：Frequency Shift Key-：Frequency Shift Key-Frequency Shift Key-
ing）と呼ぶ．更に，電波の帯域制限を考慮して GFSK

（Gaussian-filtered FSK）とも呼ばれる．
FSK 方式では，2 値 FSK と 4 値 FSK が利用されてい

た．それぞれ 2GFSK，4GFSK と呼ばれる．ただし電波
型式はいずれも F1D である．同じ帯域幅で通信する場
合 4GFSK の方が 6 dB だけ受信感度は悪い．ただし，
伝送可能なデータ量は 2 倍である．制御動作のレスポ
ンスを半分に速くすると，通信距離（通信エリア）が半
分に小さくなる．

　（3）  位相偏移変調方式（OQPSK：Offset 
Quadrature Phase Shift Keying） （4）

位相変調方式は種類が多いが，ラジオコントロール無図12　3ch AM送信機A1D PPM方式
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線通信方式で利用されている方式を紹介する．
2.4 GHz を利用するにあたり，ZigBee 規格用のデバ

イスを用いており，その変調方式は OQPSK が使用され
ている．OQPSK は I 軸と Q 軸とを時間的に 1/2 シンボ
ルずらして変調した QPSK である．振幅変動が小さく，
増幅器の線形性の要求が緩和される．ただし，高速移動
体や振幅変動を受けた場合 FM 変調方式に比べて耐性は
低い．

  5 ラジオコントロール    無線通信の復調方式
　（1）超再生方式 （4）

一つの真空管（またはトランジスタ）で構成され，周
期的に発振と非発振状態を作り，そのぎりぎりの状態が
一番感度の良い状態となっている．その状態を間欠発振
制御して検波する方式である．このときの制御発振がケ
ンチング発振と呼ばれている．欠点は受信周波数の帯域
幅が広く同じエリアで複数のラジオコントロールを操作
することができないことである．

　（2）スーパヘテロダイン方式 （3）， （4）

1970 年頃から受信回路においてスーパヘテロダイン
方式がラジオコントロールの世界でも利用されるように
なってきた．これにより電波法設備規則で定められた
50 kHz 間隔での周波数チャネル（ラジオコントロール
用語ではバンド）が確保できるようになった．つまり同
じフィールドで複数の飛行機が飛ばせるようになった．

アンテナにより受信した電波は初段のトランジスタに
より局部発振回路の発振出力と周波数混合され，中間周
波数（455 kHz）に変換される．その中間周波数帯の信
号を増幅して検波器でベースバンドデータに復調する

（図 13）．
各段に帯域制限フィルタを入れ，他局信号を排除する

ことで，複数同時利用できるようになった．また受信感
度も非常に良くなったことで遠くまで飛行機を飛ばせる
ようになった．

中間周波数を 2 段にしたダブルスーパヘテロダイン

方式も用いられた．ダブルスーパヘテロダイン受信方式
は高出力の他局や隣接する不要な電波を排除するには，
周波数を段階的に下げて，周波数ごとにフィルタを入れ
ることで良好な特性が得られている．

　（3）ダイレクトコンバージョン方式及びロー IF 方式 （4）

ダイレクトコンバージョン方式は中間周波数に変換
せずに直接ベースバンドデータに変換する方式で，ロー
カル発振器やフィルタが不要なので LSI 化して小形で安
価な受信機ができるようになった．ロー IF 方式はダイ
レクトコンバージョン方式の種々の欠点を改善した方式
である．

どちらも，受信回路を IC 化しやすくスーパヘテロダ
イン方式より部品点数を減らすことができ，小形・安価
なデバイスがリリースされている．

  6 現在の主流2.4 GHz ─    ラジオコントロール方式
日本においては，2000 年（平成 12 年）北海道有珠

山噴火後の観測用無人ヘリコプターの飛行制御用のため
に当社の製品（FDA01TJ）が初めて 2.4 GHz として実
用化された．最大送信電力 200 mW の DS ／ FH 方式
の無線機で数 km の通信距離を確保した．ただし，重量・
価格において通常の模型に使用できるものではなかっ
た．また，観測用ヘリコプターは低速飛しょう体なので，
当時の無線機でも利用できたが，高速で飛行する飛行機
やヘリコプターや競技用模型自動車などでは動作レスポ
ンスが重要であり，このような高速レスポンス競技で利
用できるものではなかった．

それまでのラジオコントロールは，周波数が固定なので
利用者が第三者に利用周波数が分かるように送信機のア
ンテナ先端に周波数を表すフラグを付ける義務があった．
この煩わしさや誤って同じ周波数を出してしまった場合
の同波混信妨害などの問題があったため，2.4 GHz 帯の
設計においては上記問題を解消することが求められた．

2.4 GHz を用いたラジオコントロール方式のほとん
どがスペクトル拡散技術を用いている．スペクトル拡散
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図13　スーパヘテロダイン方式
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技術については，様々な書物で紹介されているので，読
者は各自で検索して読んで頂きたい．ここでは，なぜ
2.4 GHz でラジオコントロールが利用できたかを紹介
する．

　（1）国際共通周波数
2,400 〜2,483.5 MHz は国際的に通信における用途規

定がない周波数帯である．国際的に多く利用されている
のは，Wi-Fi（Wireless Fidelity），Bluetooth，ワイヤレ
スマウス，キーレスなどである．

電波法規定については各国で定められている．大別す
ると日本・欧州・米国の規格に分けられる．その中で欧
州規格が一番厳しい規定なので，欧州電波法規格
EN300 328 の規定に適合する設計であれば各国の認可
は取得可能となる．現在，Wi-Fi 利用国ならばラジオコ
ントロール 2.4 GHz の申請も可能となる．メーカとし
ては，単一仕様で高周波設計での設計対応でよくなり設
計負荷が軽くなった．

　（2）デバイスが安価
前述（1）の製品が爆発的に量産されていることで，

2.4 GHz 関連のデバイスが安価になった．また，RF 入
りマイコンで 1 ドル前後のデバイスもあることから製
品化されやすくなった．

　（3）高周波設計が簡単
高周波モデム IC の進化により，デバイスメーカの推

奨設計に従って回路や基板配線を作成すると，各種規程
に沿った電波出力・受信感度及び不要ふく射等が実現さ
れる．マイクロ帯の設計を行うために必要知識である分
布定数やマイクロストリップ理論を，設計者が分からな
くともある程度の設計ができることが，参入メーカが増
えている要因でもあると推測する．

　（4）高速レスポンスが可能
従来周波数のディジタル通信では占有周波数帯幅が

8.5 kHz 以下であり，データレートが約 5 kbit/s（2 値
FSK）の場合データフレーム周期が28 msだったものが，
2.4 GHz 帯 で は デ ー タ レ ー ト は 約 130 kbit/s（2 値
FSK）でデータフレーム周期が 3〜15 ms となった．20
倍のデータ量と 1/9 のデータ伝送時間により，俊敏な
ラジオコントロールの動作が可能になった．模型自動車
や競技用模型ヘリコプターにおいては高次元の動作が実
現している．

インターネットで「3D フライト」で検索して動画像
を参照するとよく理解できる．

　（5）周波数ホッピング方式の利用
約 30 波（メーカや機器よって異なる）を決められた

シーケンスで周波数を切り換えて通信するので，FH 方
式同士であれば，衝突確率が小さくなり，同時に利用す
る台数が増える．

利用帯域幅 83 MHz の中で周波数ホッピングをして
いるので，周波数ダイバーシチ効果によりマルチパス
フェージングの抑制が可能となる．

　（6）電磁雑音に強い
ラジオコントロールは，エンジン・ギヤ・モータ・モー

タコントローラなどから，約 1 GHz 以下の帯域におい
て雑音が発生している．従来の周波数ではその影響が大
きくサーボ動作に現れていたが，2.4 GHz 帯ではその
影響がサーボ動作にほとんど現れないので，安定した飛
行が楽しめるようになった．

　（7）双方向通信
従来のラジオコントロール周波数では，設備規則にお

いてラジオコントロール用途と単向通信方式が規定され
ていたことから，同じ周波数で，電圧・位置情報のデータ
を返信するテレメトリー動作をすることはできなかった．

2.4 GHz では用途規定がないこと，データレートが
高速に設計できることから時分割複信「TDD（Time 
Division Duplex）」通信が容易になったことにより，
機体の位置・速度・電池または燃料の残量などの諸デー
タをプロポ側で把握することが可能となった．最近では
画像伝送と同時にコントロールする製品も出現した．

  7 電波法
電波を利用する上で電波法を理解していなければ無

線機の商品化は不可能と言えるので原文に近い形で紹介
する．

　（1）  日本国内においてラジオコントロールに関係し
ている法規制

　①電波法第4条 （5）， （8）

一．  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で
定めるもの．

二．  市民ラジオの無線局（26.9 MHz から 27.2 MHz
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，第三十八条の二第一項の技術
基準適合　証明を受けた無線設備のみを使用す
るもの）

ラジオコントロールも利用できる周波数となっている．
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　②電波法施工規則第6条の二 （5）， （8）

送 信 機 か ら 500 m 離 れ た と こ ろ で 電 界 強 度 が
200 V/ m 以下で，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（表 2）．

ラジオコントロールに関する技術基準は，郵政省告示
第 895 号により規定されていたが，平成 13 年 3 月に
廃止された．

しかし，安全運用の確保のために一般財団法人日本ラ
ジコン電波安全協会規程として推奨規格として規定し，
適合証明を実施している．

　③  ラジオコントロール用発振器の推奨規格（27，40，
72，73 MHz） （5）

 ・  通信方式：単向通信方式
 ・  送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差：

40 ppm 以下
 ・  発振方式：水晶発振方式，又は，水晶発振により制

御する周波数シンセサイザー方式（PLL 方式等）
であること．

 ・  変調方式：振幅変調又は周波数変調
 ・  周波数偏移：変調のないときの搬送波より ±2 KHz

以内
 ・  変調された電波のスペクトル分布の包絡線波形にお

いて，搬送波の周波数から 10 KHz 離れた周波数に
おける減衰量は 50 dB 以上であること．

　（2）2.4 GHzの法規 （6） ～ （8）

施行規則第6条第4項第4号平成元年郵政省告示42号
小電力データ通信：2.4 GHz 帯無線局
①通信方式（設備・第 49 条の 20）
　 デジタル信号を伝送するもの（スペクトル拡散方式

を含む．）であって，単向通信方式，単信方式，半
複信方式又は複信方式であること．

②使用周波数帯（施行・第 6 条）
　 使 用 す る 周 波 数 帯 は，2,400 MHz 以 上，

2,483.5 MHz 以下の周波数とする．
③使用環境条件
　使用環境条件は，特に規定しない．
上記の規定により，用途規定がなく，利用場所の規定

もないことから，飛しょう体における双方向通信が可能
となった．逆の例ではあるが，携帯電話は陸上移動通信
局という規定であるので携帯電話システム（3G，LTE

表2　ラジオコントロール専用周波数�（8）

電波の
型式 周波数 用途

A1D
A2D
F1D
F2D
F3D

40.61 MHz，
40.63 MHz，
40.65 MHz，
40.67 MHz，
40.69 MHz，
40.71 MHz，
40.73 MHz，
40.75 MHz

模型飛行機以外の無
線操縦用発振器（産
業の用に供するもの
を除く．）

40.77 MHz，
40.79 MHz，
40.81 MHz，
40.83 MHz，
40.85 MHz，
72.13 MHz，
72.15 MHz，
72.17 MHz，
72.19 MHz，
72.21 MHz，
72.79 MHz，
72.81 MHz，
72.83 MHz，
72.85 MHz，
72.87 MHz

模型飛行機の無線操
縦用発振器（産業の
用に供するものを除
く．）

F1D
F2D
F3D

73.22 MHz，
73.23 MHz，
73.24 MHz，

模型飛行機以外の無
線操縦用発振器に使
用する場合であって
産業の用に供するも
のに限る．

73.26 MHz，
73.27 MHz，
73.28 MHz，
73.29 MHz，
73.30 MHz，
73.31 MHz，
73.32 MHz

模型飛行機の無線操
縦用発振器に使用す
る場合であって産業
の用に供するものに
限る．

表3　電波型式
第1文字 第 2文字 第 3文字

主搬送波の変調形式 主搬送波を変調する
信号の性質 伝送情報

無変調 N 変調信号なし 0 無情報 N

振幅変調

両側波帯 A
副搬送波を使用し
ないディジタル信
号の単一チャネル

1
電信（聴覚受
信） A単側波帯・全搬送波 H

単側波帯・低減搬送波 R
単側波帯・抑圧搬送波 J 電信（自動受

信）・印刷電
信（RTTY）

B独立側波帯 B
副搬送波を使用す
るディジタル信号
の単一チャネル

2
残留側波帯 C

角度変調
周波数変調 F ファクシミリ C
位相変調 G

データ伝送，
遠隔測定，遠
隔指令

D振幅変調及び角度変調であって，同
時に，または一定の順序で変調する
もの

D アナログ信号の単
一チャネル 3

パルス変調

無変調 P
ディジタル信号の
2以上のチャネル 7 電話（音響の

放送を含む．） E振幅変調 K
幅変調または時間変調 L
位置変調または位相変
調 M

アナログ信号の2
以上のチャネル 8 テレビジョン

（映像） Fパルス期間中に角度変
調 Q

上記の組合せ，または
他の方法 V

上記に該当しないもので，振幅，角
度またはパルスのうち二以上を組み
合わせて，同時に，または一定の順
序で変調するもの

W

1以上のアナログ
信号チャネルと，
1以上のディジタ
ル信号チャネルの
複合方式

9 上記の組合せ W

その他 X その他 X その他 X
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など）で飛しょう体のコントロールは注意が必要である
（利用する場合は総務省に問合せが必要）．

　（3）電波型式 （8）

無線機を設計し申請する場合，電波型式を記載する必
要がある．電波型式は変調方式や利用用途が記載されて
いる．電波型式は，「アルファベット・数字（例外あり）・
アルファベット」の 3 文字で構成され，それぞれの文
字の意味は，表 3 に示す．

  5 むすび
一般にラジオコントロールが普及し始めたのは，「ラ

ジコン技術」（1961 年）創刊の頃と思われる．約 50 年
間における進化はゆっくりしたものであった．2007 年
から 2.4 GHz のマイクロ波帯が利用されたことにより，
双方向通信が可能となり急激な進歩を遂げた．また，セ
ンサデバイスの普及により自動航行システムも普及して
きている．更には，5.7 GHz を利用したラジオコント
ロールシステムも販売されている．今後，高度な設計を
行うには，高周波理論・通信理論・電波伝搬理論・アン
テナ理論，自動制御技術など更なる理論設計が必要とな
ると推測する．

電波法に関しても複雑な法律文書を読み切れること

が，新しい方式を生むための重要技術でもある．
従来周波数の再利用，更なる高い周波数の利用，高度

な変復調技術の利用，通信方式進化による新たなる制御
の提供となるであろう．

■ 文献
（1） ラジオコントロール技術，1969 年 11 月号，ラジオ

コントロール技術社．
（2） ラジオコントロール技術，1970 年 2 月号，電波実験

社．
（3） ラジオコントロール技術，1970 年 4 月号臨時増刊，

電波実験社．
（4） 萩野芳造，小滝国雄，無線機器システム，東京電機

大学出版局，東京，1994．
（5） 一般財団法人　日本ラジオコントロール電波安全協

会 ホ ー ム ペ ー ジ，http://www.rck.or.jp/contents/
rc_denpa/rc_denpa0109.html

（6） 第二世代小電力データ通信システム / ワイヤレス
LAN システム標準規格，ARIB STD-T66 3.6 版，一
般社団法人電波産業会，平成 24 年 12 月．

（7） 小電力無線局解説書　技術資料，ARIB TR-T18 1.0
版，一般社団法人電波産業会，平成 21 年 12 月．

（8） 電波法，総務省ホームページ，http://www.tele.
soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.
html

姉歯　章 　
双葉電子工業電子機器事業センター企画開発グループ．
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  1 まえがき
無線操縦（以下，ラジコンと記述）で飛行するヘリコ

プターの発展は電子ジャイロの普及や強力なサーボモー
タ（姿勢を制御する機構部品）のなどをマイコンで制御す
る方法が主流となりホビーの世界から産業界で使うこと
が多くなってきた，その中でも農薬散布，TV ドラマや
コマーシャル撮影，建造物の撮影など実機（本物のヘリ
コプター）では飛行できない被災地現場上空からの撮影
などに使われている．表 1 に実際に農薬散布で利用され
ている産業用無人ヘリコプターの特徴を例として示す （1）．

ラジコンによるヘリコプターと実機のヘリコプター
を比較した場合の大きな違いは，ラジコンヘリコプター
の場合は機体が小さいので目的地まで自動車で運搬でき
るが，実機は離れた飛行場から目的地まで飛行して作業
を終えたら飛行場へ戻らなければならないため燃料費や
人件費が掛かることである．

  2 ラジコンを使った    新しいアプリケーション
2.1　 シングルロータ型とマルチロータ型のラジコンヘ

リコプター
弊社では，本物のヘリコプターの代わりにラジコンヘ

リコプターを使う提案を行っている．例えば，独立行政
法人電子航法研究所では，ヘリコプターの実機を使った
送電線回避システムの研究が行われており，この場合，
実際のヘリコプターにミリ波レーダや赤外線カメラ，無
線 LAN システムなどを搭載している （2）．

しかし，実機をチャータしての繰り返し実験を行うに
は，研究費が膨大になるという問題があり，それを解決
する手段としてラジコンヘリによる上空実験プラット
ホームを提案した （3）．

図 1 のラジコンヘリコプターは，そのとき提案した
シングルロータ型であり，プロペラが直径約 2 m と大

形で電動（モータ）駆動であった．また，ペイロードは
9 kg 程度まで搭載可能である．操縦は無線機（プロポ）
により熟練した操縦者が遠隔操作で行った．

最近はシングルロータ（図 2）から進化し，電子制御技

ラジコンヘリコプターを使った
アプリケーションの紹介

松本敬吾 Keigo Matsumoto プラムシステム有限会社

ⓒ電子情報通信学会 2014

表1　�ヤマハの農薬散布ヘリコプター　産業用無人ヘリコ
プターFAZERの特徴．

性 能 実用距離（目視範囲）150 mまで

操作寸法 メインロータ径 3,115 mm

全長・全幅・全高 3,665 mm・770 mm・1,078 mm

取扱重量
70 kg オイル・燃料満タンの機体に
24ℓ散布装置本体（散布タンクは含ま
ず）を取り付けた状態での重量

散布装置 最大 24ℓ（薬剤），20 kg（粒剤）を搭
載可能

エンジン 4サイクル・2気筒水平対向

排気量 390 cc

燃料 レギュラーガソリン

図１　�提案のシングルロータヘリコプター（下側は搭載し
たペイロード）

図2　シングルロータ型ヘリコプターの例
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術によりモータコントロールで安定して飛行できるマル
チコプター（図 3）が空撮業務やホビーの間では主流に
なった．ただし，農薬散布の場合など大きいペイロード
が必要な場合は，ロータ径を大きくする必要があり，結
果としてシングルロータ型のヘリコプターが選択となる．

また，従来のシングルロータヘリコプターは複雑なメ
カ（図 4）によるピッチ制御により傾きを変えるため，
ロータヘッドの調整が難しく，安定して飛行させるため
には高度な技術が必要であったが，マルチコプター型は
図 5 のようにモータに直結されたロータの回転方向の
異なるロータの差動推力を調整して，安定した飛行を可
能にしている．メカニカルな機構が少なく調整が簡単で
あるため，ここ数年はマルチロータ型のヘリコプターが
注目され，空撮などに利用されるようになってきた．

マルチコプターにはロータの数によりクァッドコプ
ター（4 枚ロータ），ヘキサコプター（6 枚ロータ），オ
クトコプター（8 枚ロータ）の 3 種類がある．

ロータの枚数による違いは，ペイロードや飛行時間な
どの目的に合わせて選択している．

例えば，2 kg 程度の重いカメラを搭載するときはペイ
ロードの高いオクトコプター（8 枚ロータ）を採用し，

また，最近流行の小形で高性能な GoPro カメラを搭載
するときはクァッドコプター（4 枚ロータ）を採用する
ことで，本体も軽量で飛行（撮影）時間もある程度長く
なる．

2.2　 ラジコンヘリコプターを使った山林崩壊現場の上
空撮影

ここ数年の異常気象などによる大雨での大規模な山
林崩壊や崩落により人的被害が発生していることから，
崩落の可能性のある山林や岩山を事前に撮影し，治山計
画（崩落現場の改修）を立てることや，治山中の状況や
治山後の完了確認のための撮影を行うことを目的とした
空撮業務を行っている．

図 6 は，東京都奥多摩町日原付近の岩山山頂約
800 m の写真である．ここでは修復工事現場の上空撮
影を行うことが目的である．

このシステムを利用することにより，マルチコプター
の操縦者とクライアント（撮影依頼主）は，上空から送
られてくるリアルタイムな動画像を地上のモニタ（図 7）
を見て飛行ルート及び空撮ポジションを決め撮影するこ
とで，短時間で必要な画像を撮ることができる．ここで
は画像伝送装置は認定を受けた機材を使用し，取扱者は
無線従事者の免許を取得している．

更に電子ジャイロや GPS 機能を搭載し，地図情報を
入力することでウェイポイントを設定することができ，
目的の場所まで飛行し撮影をして着陸することも可能と
なる．

また，安定した画像を取得することが重要となるが，
近年のディジタルカメラの手振れ防止機能などの進化と
あいまって「画像振れのない」高画質な映像を撮ること
ができる．

このプロジェクトで使用した図 3 のマルチコプター
の仕様を表 2 に示す．また図 8 に搭載したジンバル付
カメラの概観を示し，主な仕様を表 3 に示す．

この空撮では，岩山の崩落現場の作業前の動画像や静
止画像を基に治山（改修）計画を立て，治山作業中の空
撮，そして治山完了後の空撮と 3 回撮影した．
【撮影話】　今回の撮影は谷間からの離陸で GPS 衛星

図3　マルチロータ型ヘリコプターの例

図7　�リアルタイムな動画像を見る地
上のモニタ図6　東京都奥多摩町日原付近の岩山

図5　�プロペラとモータが直
結されたマルチロータ
型のロータブレード部図4　�シングルロータの

ロータヘッド部

図8　�使用したジンバル付カメラ
の概観
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からの電波受信が地上では不可能なため，地上高数十 m
程度飛行させ衛星から電波受信するまでホバリング（静
止）して GPS 信号を受信したことを確認し，上空約
300 m まで飛行し撮影を行った．また，山頂付近の撮影
場所は治山担当者も上空から見たことがないため，地上
モニタや等高線地図を見ながらの操縦で目的の撮影ポイ
ントを見付けるのには多少の時間が必要であった．

2 回目，3 回目は改修現場の機材などがマーカ（目印）
になるので短時間での撮影が可能であった．

図 9 は，地上約 300 m 上空から撮影したものである．

  3 今後のラジコン（無人機）を使った     アプリケーションの方向性
弊社のラジコンを利用した撮影は，主に防災・減災を

目的とした撮影業務を行うことを目的としている．
山林（岩山）などで大雨や地震により崩落する可能性

がある危険な箇所を自治体が把握することで，住民に敏

速な避難を促すことができると考えている．
そのためには多くの岩山などの山林を事前に撮影し

治山計画をすることが大切と考え，各自治体が管理する
海岸，護岸，河川，岩山などの危険性のある場所をあら
かじめ撮影しビッグデータとして蓄積することで，災害
発生時の避難，改修計画などのための提案をしている．
また，前述の研究機関や大学への上空実験の提案として
今後も行っていく予定である．

今後期待される技術として高精度 GPS や長寿命で軽
量な電池の開発により，長時間の飛行ができることで安
全な遠距離への無人空撮が可能となると思う．

  4 まとめ
マルチコプターは，これからも発展を続け多くの場面

で活躍すると思われる．しかし，GPS やジャイロセン
サによる高性能な自立飛行機能を搭載していても，思わ
ぬ強風や機器のメンテナンス不足による誤動作などで飛
行バランスを崩し落下する事故も実際にある．このため，
空撮業務を行う場合は，十分な経験と知識が必要である
とともに，飛行周辺の事前の確認や騒音などの環境にも
配慮が必要と思う．

写真提供：  （独） 電子航法研究所 （米本研究員），東京都森林事務所（治
山係），（株） エアーカムジャパン，（株） 田屋エンジニア
リング
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表2　山林崩壊現場の上空撮影で使用したシステムの仕様

ヘリコプターのタイプ ヘキサコプター S800

全長 800 mm

全備重量 約6.0 kg

ペイロード重量 約2 kg

可動時間 約8分

表3　使用したカメラの主な仕様

カメラジンバル ZENMUSE社製 Z15

 サイズ 220× 220× 230 mm（本体）

 重量 約880 g

搭載カメラ ミラーレス一眼カメラ
（SONY NEX-5/7N）

 全備重量 2,830 g

 パン 80度（± 40度）

 チルト 360度

 カメラマウント 110 mm

松本敬吾 　
佐賀県生まれ．1973からマイコン応用
開発支援装置のベンチャー企業でハー
ドウェアエンジニア及びフィールドエ
ンジニア，マイクロコンピュータ・ア
クセラレーターシステム企画開発．
1994プラムシステム（有）を設立，
FPGAデジタル信号処理ボードシステ
ムをソフトウェア無線研究を行う大学
や企業に提案販売する．現在は騒音環
境作業者の安全装置の開発を行うとともに，ラジコンヘリコプター
による上空実験や山林崩壊現場の空撮企画を行う，多くのネットワー
ク企業と連携している．

図9　地上約300�m上空からの撮影例
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  1 UAV概況
米軍における無人航空機（UAV）調達は年間 37 億ド

ル（約 3,700 億円）レベルで推移している．また，今後
10 年間，開発予算として 100 億ドル（約 1 兆円）の投資
が見込まれている （1）．アフガニスタンからの兵力撤退及
び連邦予算の大幅な削減の影響から軍事予算が大幅に削
減される中，UAV 関連予算の減少傾向はそれほど高くな
い．開発の重点は，米軍が制空権を有する「permissive（飛
行が許容された）」空域や，アフガニスタンやイラクのよ
うな散発的な抵抗因子が存在する「contested（対抗勢力
が存在する）」空域で作戦飛行を行う RQ1 ／ MQ1「プ
レデター」や MQ9「リーパー」等のシステムから，より
高度なステルス性能を装備することにより，米軍が制空
権を有さない他国上空の「denied（拒否された）」空域
でも作戦遂行能力を有する新型システムに移行している．
作戦ミッションも，従来重視されてきた情報収集作戦

（ISR：Intelligence, Surveillance and Reconnaissance）
の枠を越え，戦闘攻撃能力も含めたより複合性の高い機
能，また空中給油や航空母艦離発着等，より高度な機動
性により，その範囲を広げている．

米国内における UAV の民生利用は従来どおり FAA
（連邦航空局）より引き続き商用運用が規制されており，
また警察や消防向けの公的利用についてもFAAの「COA

（Certificate of Authorization：許可証明書）」制度に
よる慎重な対応が続いている．しかし FAA からの型式
証明が 2 機種に交付され，民間空域での商用運用も徐々
に認められつつある．UAV の個人利用に関しては，国
立公園内での運用を禁止するケースなど徐々に規制の輪
が広がってきている．その一方で，Amazon 社やドミ
ノピザ社による UAV を利用した商品配達構想や，
Google 社や Facebook 社による UAV を利用したイン
ターネット網の整備構想実現に向けた UAV 開発会社買
収など，民間企業による UAV 利用の可能性がマスコミ
をにぎわせている．これらの構想実現には FAA の規制

が障壁となっており，規制緩和に向けた政治的働き掛け
も活発化している．

  2 マイクロUAVs
機体の大きさが 15 cm 以下の UAV はマイクロ UAV

あるいは MAV として分類されている．2011 年に
AeroVironment 社 が DARPA 予 算 で 開 発 し た Nano 
Hummingbird の発表後，特に革新的な動きは見られて
いない．この分野をリードするのは主に DARPA からの
助成を受けた大学研究機関であり，近年，屋内で複数の
マイクロ UAV がセンサでお互いを感知しながら編隊飛
行をするための複合的航行ロジックの開発に主眼が置か
れている．また玩具メーカによる製品開発も進んでおり，
その技術が大学研究機関等の基礎研究的枠を越え，具体
的な商品開発フェーズへと移行したことがうかがえる．

  3 小形UAV及び歩兵携帯型システム
MAV よりも大形で，特に兵士が携帯して運用するサイ

ズの無人航空機システムを小形 UAV と分類する．主に
小形無人偵察機が地上パトロールに従事する兵士による
探索／捜査ミッションで広く活用されている．このセグ
メントで支配的地位を占めているのは AeroVironment
社で，図1に示すRQ-11 Ravenは2万機以上が製造され，
米軍，その他世界 20 か国に納入された．2012 年 11 月
時点で，5,394 機が作戦行動に組み込まれて運用されて
いる．現在，Raven は大きさや航行距離によって異なる
Wasp 及び Puma AE を姉妹機として取りそろえ，制御
システムのディジタル通信化や防水性能の完備，そして
電源強化による航続時間の延長（Puma AE で 3 時間）
など，進化を続けている．AeroVironment 社 UAV の特
徴として，電気モータによる静音飛行，手投げ式離陸，
ストール式ピンポイント着陸，数百回の離着陸に耐えら
れる高耐久性，操作員 1〜2 名の簡素なオペレーション

米国における無人航空機開発の
現状と運用展望

西　祐一郎 Yuichiro Nishi 日本成層圏通信株式会社

ⓒ電子情報通信学会 2014
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などが挙げられ，高く評価されている．ちなみに，現在
3機のPuma AEが日本国内でも災害時通信中継ミッショ
ン用に導入されている （2）．

AeroVironment 社の対抗勢力として米軍への納入実
績があるのは Prioria 社の Maveric でこれまで 36 機が
陸軍に納入された．また Lockheed Martin 社の Desert 
Hawk は 2007 年に空軍による調達が終了した．その後
英国陸軍が 222 機購入している．

内燃機関型エンジンを採用した小形 UAV として普及
が 進 ん で い る の が Boeing ／ Insitu 社 の RQ-21A 
ScanEagle．現在，FAA の型式証明を取得することで，
政府機関以外の法人や研究機関による運用が可能なUAV
はこの ScanEagle と前述の AeroVironment 社 Puma 
AE のみである．2014 年 6 月，BP 社によるアラスカ州
での陸上の油田開発作業支援のため Puma AE を飛行さ
せることが発表になった．今後陸上での民間事業者によ
る無人航空機の運用が活発化することが期待される．

  4 中高度偵察／攻撃プラットホーム
図 2 の General Atomics 社 製 R/MQ-1 Predator そ

して MQ-9 Reaper によって開拓場セグメントであり，
1994 年以降，その支配的地位は揺らいでいない．これ
まで 360 機の MQ-1，152 機の MQ-1C，そして 200
機近い MQ-9 が配備された．これらは，地上のパイロッ
トが衛星通信回線等を通じて機体のシステムを制御して
いる．米軍が制空権を有する「Permissive」あるいは

「Contested」空域での作戦行動が主な飛行ミッション
となっている．2013 年 6 月には空軍が 2003 年に調達
した RQ-1 が 2 万時間の飛行記録を樹立した．現在
MQ-1 は MQ-1C に発展しており，エンジンが航空用ガ
ソリンからディーゼル燃料型に変更された．MQ-9 ター
ボプロップエンジンを搭載している．Predator ／

Reaper はカメラやレーダによる偵察ミッションのみな
らず，攻撃用ミサイルを装備することでより多岐にわた
る作戦ミッションを展開できるのが特徴である．最新型
の MQ-1C は飛行時間が 45 時間となり，またプログラ
ム全体で 2013 年 10 月までに 2 万回の自動離着陸が実
施されたことを General Atomics 社は発表している．

一 方， よ り 高 性 能 な General Atomics Avenger
（Predator-C）の開発プログラムは保留になっており，
Northrop Grumman 社の新型ステルス機である RQ-
180 へと引き継がれる可能性が高い．

  5 戦闘型無人機（UCAV）
UCAV はいわゆる戦闘型無人機の総称で，ステルス

性能を有し，多目的攻撃性能及び作戦能力を主眼に設計
されている．海軍は 2013 年，Northrop Grumman 社
の X-47B ペガサス（図 3）の航空母艦からの離発着を
成功させた．現在，X-47B に空中給油機能を搭載する
ための実証実験が予算の承認待ちとなっている．

一方，空軍主導で進められてきた Boeing X-45 の開
発は 2006 年に休止した後いまだ再開されていない．ま
た 2011 年，CIA による秘密偵察ミッション中イラン軍
に拿捕された RQ-170 Sentinel のその後の配備・開発
状況についても，その後発表等はない．一つの可能性と
しては，より大形な翼幅と航行距離を持つ RQ-180 に
統合されたのではないか，との見方が優勢．

  6 高高度長時間偵察／    通信中継プラットホーム
高 高 度 長 時 間 飛 行（HALE：High Altitude Long 

Endurance）UAV とも分類されるこのカテゴリーは，
1990 年代から人工衛星に代わる通信及びリモートセン
シングプラットホームとして，主に飛行船による実現を
目指して開発が続けられた．現在，主な開発投資は固定
翼型の航空機開発のみとなっている．

図2　General�Atomics 社製MQ-9�Reaper

図 1　AeroVironment 製 RQ-11�Raven
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高高度偵察機として 1999 年まで活躍したロッキード
SR-71 Blackbird の後継機的位置付けで空軍によって開
発されているのが Northrop Grumman RQ-180．高高
度を長時間航行し，またステルス性に優れた性能により，
制空権外の空域での ISR ミッションの遂行を設計目的
としている．航続距離は 2,200 km，航行時間は約 24
時間．性能的には Northrop Grumman RQ-4 Global 
Hawk に類似する．

この Global Hawk は，現在飛行可能な機体は 42 機
であり，そのうち 32 機を空軍が運用している．元々ス
パイ用高高度偵察機 Lockheed U-2 の後継として開発
されたが，目標性能実証の遅延から，現在も U-2 と並
行して運用されている．RQ-180 への集約の必要性から
Global Hawk の追加調達は今後行わず，また U-2 も
2016 年から退役を進める，との方向性が空軍から示さ
れている．

一方，通信中継プラットホームとしての機能をフィー
チャーした液体水素を燃料とする機体として開発中なの
が，Boeing 社の「Phantom Eye」と AeroVironment
社の「Global Observer」である．

Phantom Eye は翼長 45 m で，滞空高度 20 km で 4
日間，200 kg のペイロードを搭載した飛行を目指して
いる．2012 年 6 月に初飛行が実現し，現在までに 6 回，
合計 6 時間の試験飛行を行っている．ただ，飛行高度
はまだ 28,000 フィートを超えていない．

図 4 の Global Observer は翼長 53 m で，滞空高度
20 km で 5 日 間， あ る い は 高 度 17 km で 7 日 間，
180 kg のペイロードを搭載した飛行を目指している．
プロトタイプは 2 機製造され，2011 年に 1 号機が高高
度試験中破損してしまった．現在 2 号機による継続運
用 に 向 け て の 開 発 資 金 待 ち の 状 態．2014 年，
AeroVironment 社 は Lockheed Martin 社 と Global 
Observer 開発の再開に向け協力することを発表した．
現 在 U-2 に 搭 載 さ れ て い る ISR 用 機 器 の Global 
Observer へのインテグレーションを行う，とのこと．

  7 無人航空機用垂直離着陸    （VTOL）システム
無人型垂直離着陸システムは海軍や海兵隊によって，

主として有人ヘリコプターへの無人操縦機能の付加とい
う形で開発が継続されている．海軍は 2014 年中に合計
96 機の Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout 無人
ヘリコプターの導入を予定している．この機体は既に 1
万時間の試験飛行を積み上げており，航行時間 14 時間，
320 kg のペイロード搭載能力を持っている．

一方，海兵隊はアフガニスタンでの夜間の貨物運搬
ミッション用に Lockheed Martin ／ Kaman K-Max を
2011 年 12 月に実戦配備．これまで 1,700 回のミッショ
ンを遂行している．運行コストが毎時 1,700 ドル程度
と大変安価であることが高い評価につながっている．

  8 NASA主導の無人航空機開発
2014 年 3 月，NASA ドライデン飛行研究センターが，

「Armstrong Flight Research Center」への名称を変更
した．2003 年に NASA 全体の 6％だった予算が 2007
年以降 3％台で推移する中，航空関連予算の先細りの潮
流に歯止めをかけるための政治的な対応策であると考え
られる．全翼型ブレンデッドウイングボディー（BWB）
のコンセプト機である X-48C プロジェクトが終了した
現在，NASA が取り組んでいる「X-plane」は空軍から
引き継いだ HALE，すなわち高高度長時間飛行の実証
試験プロジェクト機である X-56 を残すのみとなってい
る．今後 5 年程度の間に，Lockheed Martin 社のフラ
イトコントロールソフトウェアを NASA が自前で開発
したコードに置き換え，またフラッタ抑制を実現し，主
翼の重量を 25％削減することによる，より高い高度を
より長く飛行すること目指している．

図3　Northrop�Grumman社製X�47B�UCAS 図 4　AeroVironment 社製Global�Observer
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  9 FAA連邦航空局動向
2007 年に FAA は模型ラジコン機サイズの UAV の商

用運用を COA 制度によって完全な統制を実施した．そ
れ以降，米国内での商用 UAV 開発飛行の実施は困難に
なっている．更に 2010 年，FAA は COA 申請資格を消
防や警察などの公的機関に限定するとともに，商用 UAV
メーカに対して個々の機体に特別耐空証明の取得を義務
付 け た． 現 在 こ の 特 別 耐 空 証 明 を 得 て い る の は
AeroVironment 社 の Puma AE と Boeing ／ Insitu 社
の ScanEagle のみ．General Atomics 社は Predator-B
の特別耐空証明取得に向けて動いている．認証手続きに
は大きな手間とコストが掛かるため，ほかの UAV メーカ
にとって，この障壁はかなり高いものとなっている．

一方，このような規制の壁に多くの民間 UAV ユーザ
やメーカは強く反発している．テキサスのボランティア
グループは UAV による人命救助活動は非営利であり，
FAA による「商用飛行」規制の適用外に当たる，と連
邦裁判所に提訴している．またこれまで FAA によって
1 万ドルの罰金を課せられた Raphael Pirker 氏は 2014
年 3 月に FAA にはホビー用ラジコン飛行機をそもそも
規制する権限はないと主張して提訴した．今後の司法の
判断が注目される．

米国議会は UAV の民間空域での運用を可能にする航
空管制システムの導入を 2015 年 9 月 30 日までに FAA

が配備することを義務付けている．しかし，航空法上必
要とされる「See-and-avoid（視認による回避）」機能
を UAV に満足な形で装備することが困難なため，民間
空域での UAV 運用の規制は当面続くと見られている．

  10  COA認可を受けて    飛行しているUAV
連邦情報公開制度を利用して開示された 2006〜2012

年に COA 認可を受けた主な UAV のリストは表 1 のと
おり．

  11  IT関連企業等による    UAV開発動向
2013 年から今年にかけて，米国の IT 関連会社によ

る UAV 開発関連の報道発表がマスコミで広く取り上げ
られた．例えば Amazon 社は 2.3 kg 以下の商品を配送
センタから 16 km 以内の配送先に 30 分以内に 8 枚羽
のオクトコプターで空から宅配する構想を発表．また
Google 社は Titan Aerospace 社を 60 億円相当で買収
した．高度 20 km 上空に 15 kg のペイロードを搭載し
て 5 年間飛行を続けることが可能な「成層圏プラット
ホーム」実現に向けて 2014 年夏からテスト飛行を開始
するとのこと．また「Google Loon 構想」においては，

表1　COA認可を受けた主なUAV
Manufacturer Model Configuration Comments

AeroVironment Wasp Flying wing
AeroVironment Raven Conventional airplane Most popular
AeroVironment Puma AE Conventional airplane
Arcturus T15/T16 Conventional airplane
Boeing Insitu Insight A-20 (ScanEagle) Flying wing
MLB SuperBat Conventional airplane
Prioria Maveric Conventional airplane
RP Flight Systems Spectra AP Flying wing
senseFly Swinglet CAM Flying wing
Utah State University AggieAir Flying wing
UTC Aerospace Systems Vireo Flying wing

Manufacturer Model Configuration Comments
Adaptive Flight Hornet Micro Helicopter
AeroVironment Qube Quadcopter
Aeryon Labs Aeryon Scout Quadcopter
Airrobot AR-100 Quadcopter
Draganfly Draganflyer X6 Tricopter Most popular for local police
Honeywell RQ-16C T-Hawk Hovering ducted fan
Leptron Avenger Helicopter
Minicopter Canada Maxi-Joker 2 Helicopter
Rotomotion SR30 Helicopter
Yamaha RMAX Helicopter
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ニュージーランドから飛び立った気球を 26 日間南極外
周を高度 18 km で航行させた．気球からのインターネッ
ト 接 続 の 可 能 性 に 期 待 が 集 ま っ て い る． 一 方，
Facebook 社は英国 QinetiQ Zhephyr ソーラープレー
ンプロジェクトに参画したエンジニアが起こした
Ascenta 社を 20 億円で買収．エリクソン社と提携して，

「空からのインターネット」構想実現に向けて動き出し
ている．

  12  今後の課題と展望
2001 年のアメリカ同時多発テロ事件後のイラク及び

アフガニスタンでの戦線拡大によって米国の無人航空機
開発及び実戦配備が急ピッチで進んだ．その後 13 年が
経過した今日，イラクからの撤兵が完了し，またアフガ
ニスタンからの撤収も進んでいる．これまで右肩上がり
で成長してきた無人航空機メーカ各社は今後の拡大の可
能性を民間／商業市場に見いだそうとしている．

一方，連邦航空局は有人航空機との衝突回避や地上の
一般市民の安全確保の重要性を強く主張し続けている．
例えば，自動車は，衝突回避のための道路標識や信号，
そして昼夜及び天候を問わず安全に走行できる道路の整
備によって広く民間に普及した．同様に，今日の旅客機
普及の背景には連邦航空局が整備し全米に張り巡らせた
管制システムがある．

無人航空機が今後広く普及するために不可欠なイン
フラとして GPS 精度の向上及び障害物回避機能の装備
の重要性がクローズアップされている．遮蔽やマルチパ
スによる GPS 位置精度の劣化や GPS 装置が故障した場
合のバックアップ航行システムの搭載が求められてお
り，有人航空機では一般化している冗長性による安全確
保が無人航空機にはより一層求められている．また，既
存 の 超 短 波 全 方 向 式 無 線 標 識 施 設（VOR：VHF 
Omnidirectional Range） 感 知 シ ス テ ム の 搭 載 や

ADS-B ネットワーク上での機体認識についてもその必
要性がしばしば唱えられている．更に，現在個々の無人
航空機メーカに委ねられている航行制御用無線プロト
コール及び無線周波数割当に関する取決めと標準化につ
いても待ったなしの状況となっている．今後，Amazon
社や Google 社など潤沢な開発資金を投入できる企業が
率先してこれらの課題を解決し，その過程で培われた技
術が標準化されることで，無人航空機の米国内での運用
が広がることに期待が集まっている．

ただ，連邦航空局としては当面，陸上及び海上での無
人航空機の運用については，原則として人口密集地を避
けた空域においてのみ許可し，無人航空機の安全性がよ
り一層進化するのを 10 年スパンで検討する必要がある，
とのスタンスがうかがえる．「無人航空機先進国」である
米国の今後の動向をより細密にフォローしていきたい．

■文献
（1） Forecast International ／ Aviation Week, 6, pp.67-

71, Jan. 2014.
（2） 三浦　龍，滝沢賢一，小野文枝，鈴木幹雄，香川敏規，

越川三保，金子　恵，浜口　清，井上真杉，大和田
康伯，辻　宏之，単　麟，“空飛ぶ電波タワーを実現！
大災害で孤立した地域を上空からつなぐ〜小型無人
飛行機を活用した無線 LAN 中継システムの研究開
発 〜，” 電 波 技 術 協 会 報 FORN，no.300, Sept. 
2014.
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大学院修士課程了後，1993からハー
バード大公衆衛生学部研究員．遠隔地
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  1 はじめに
近年，電波利用技術の発展とともに，ラジコンも高性

能化・高機能化が進み，健全なホビーとして多くの人た
ちに楽しまれている．また，農薬散布や航空写真撮影な
どに産業用ラジコンが活躍している．

また，安価なトイラジコンも数多く販売されており，
子供から大人まで楽しめるホビーとして，今や 1,000
万人を超えるまでに普及している．
「ラジコン」はラジオコントロール（Radio Control）

の略であるが，1956 年に玩具メーカによって商標登録
されている．現在のような無線操縦模型がラジコンと一
般に呼ばれるようになったのは 1960 年頃からのことで
ある．

ラジコンが本格的に普及するきっかけとなったラジ
コン専用電波の周波数割当が行われたのは，今からほん
の 30 年ほど前のこと．その昔，ラジコン用電波は，周
波数も少なく，他業務と共用で大変使いづらいもので
あった．しかし，1984 年 11 月，関係団体の尽力により，
念願だったラジコン用専用電波の周波数割当（40 MHz
帯 13 波）とともに，ラジコン用発振器の推奨規格と推
奨規格適合証明事業認定規程が郵政省告示として定めら
れた．

これに合わせて，推奨規格適合証明制度とラジコン利
用者の登録制度によるラジコン電波の自主管理体制を確
立するため，1985 年 1 月に財団法人日本ラジコン模型
安全協会が設立された．

これが，当協会の前身であり，その後，ラジコン操縦
士の登録数の増加に伴って，72 MHz 帯周波数の追加割
当を受け，ラジコン模型も普及発展してきた．1995 年
に産業用ラジコン専用周波数（73 MHz 帯）の割当を受
けたのを機に，財団法人日本ラジコン電波安全協会と改
称し，2011 年には一般財団法人日本ラジコン電波安全
協会として生まれ変わって現在に至っている．

  2 一般財団法人日本ラジコン    電波安全協会の事業
ラジコンの送信機は一般に「プロポ」と呼ばれている．

これは，ラジコンの制御方式であるプロポーショナル方
式（proportional，比例制御方式）から来ており，送信
機のスティックの操作角度に比例して，模型のスピード
やサーボ（舵角）を制御することで，自在にその模型を
操縦することができる．
「ラジコン用発振器」（プロポ）も電波法でいう無線設

備であり，無線設備を使用する場合は，原則として無線
局の免許が必要と規定されている．

1984 年のラジコン専用電波の割当に際して，ラジコ
ンの普及発展のために免許制度の負担軽減を国に要請
し，①ラジコン用発振器の適合証明試験を行って管理す
ること，②ラジコン操縦士登録によりラジコンの利用状
況の把握と電波の正しい知識や安全な運用に関する周知
指導を行うこと，という自主規制の実施を条件に，免許
を要しない無線局として認められた．

現在，当協会の事業の柱として，① 40 MHz 帯，
72・73 MHz 帯プロポの標準規格適合証明事業（認定
事業），② 2.4 GHz 帯プロポの登録事業，③ラジコン操
縦士登録事業があり，もう一方の柱として④安全環境対
策事業がある．

  3 ラジコン用発振器（プロポ）    の認定事業
当協会では，ホビー用の 40 MHz 帯，72 MHz 帯プ

ロポ及び産業用の 73 MHz 帯プロポの認定事業を行っ
ている．

これは，プロポの運用による混信妨害の未然防止を図
るため，電波法の規定や当協会が定めた標準規格に基づ
いて適合証明試験を実施し，ラジコン用電波の適正かつ
安全な運用の確保を目的とするものである．合格したプ

日本ラジコン電波安全協会の
事業内容
―ラジコンを安全に楽しむために―

一般財団法人日本ラジコン電波安全協会

ⓒ電子情報通信学会 2014
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ロポには適合証明シールを発行しており，プロポに貼付
される．

当協会の標準規格は，当初，郵政省告示の推奨規格と
して定められていたものである．

当協会は，1984 年の郵政省告示「ラジコン用発振器
の推奨規格適合証明事業認定規程」に基づく認定を受け，
1985 年 2 月からプロポの認定事業を開始した．初年度

（1984 年度）の推奨規格適合証明の認定を行ったプロ
ポは 1,267 台であった．

その後，ラジコンの普及に伴い，1992 年 8 月に
72 MHz 帯周波数 10 波の新規割当が行われたほか，
1995 年 2 月に産業用ラジコンに対する専用周波数とし
て 73 MHz 帯 6 波の新規割当が行われた（その後 4 波
増波して現在 10 波）ことにより，ラジコンは急速に普
及してきた．

2001 年 4 月には，ラジコン業界におけるラジコン用
発振器の技術・性能の向上，当協会の認定事業による推
奨規格の浸透など，良好な環境が整ってきたことなどか
ら，国の制度としての役割は達成されたとして，「ラジ
コン用発振器の推奨規格適合証明事業認定規程」告示が
廃止され，今後はラジコン業界の自主的な取組みにより
良好な環境を維持していくこととなった．

当協会では，それまで告示に規定されていた推奨規格
を協会の標準規格として規程を定め，良好なラジコン電
波環境の維持のために認定事業を継続して実施している

（各年度のプロポの認定台数を図 1 に示す）．
なお，ラジコン用周波数には従来から 27 MHz 帯も

使われている．27 MHz 帯プロポの認定事業は「日本ラ
ジコン模型工業会」が実施しているが，近年，27 MHz
帯プロポの新規認定はほとんどないのが実情である．

また，2.4 GHz帯プロポの導入と爆発的な普及により，
40 MHz 帯や 72 MHz 帯プロポの認定数は激減してい
る．

しかし，2.4 GHz 帯は電波の直進性が強く，障害物
の裏側に回ったときに操縦できなくなることやマルチパ

ス対策が必要であるのに対し，陸上用の車や水上用ボー
トなどで使用する 27 MHz 帯や 40 MHz 帯，上空用の
40 MHz 帯や 72 MHz 帯は，周辺の障害物や水面に立
つ波しぶき等の影響を受けにくいことなどから，一定の
需要がある．また，ラジコン愛好家の間で，2.4 GHz
帯プロポと比べて操作性に微妙な違いがあるとの声もあ
り，根強い人気がある．

産業用では，専用周波数帯である 73 MHz 帯を使用
する農薬散布用ラジコンヘリや建造物の陰になっている
ところを撮影調査する場合などで必要とされており，今
後は，防災用としての活躍も期待されている．

  4 2.4 GHz帯ラジコン用装置の    登録事業
2008 年頃から急速に普及してきたのが，2.4 GHz 帯

を使用するプロポである．
2.4 GHz 帯は元々世界的に ISM（産業科学医療用）

バンドとして電子レンジや無線 LAN など，様々な用途
に利用されており，ラジコンで使用した場合，もし混信
を受けても容認しなければならないものとされている．

しかし，従来の 27 MHz 帯，40 MHz 帯や 72 MHz
帯の場合，故意の混信妨害から逃げることが困難であり，
競技会等におけるバンド管理が煩わしいことなどから，
比較的混信に強く，バンド管理が不要な 2.4 GHz 帯は，
あっという間に愛好家の支持を得て普及した．

電波法では，無線設備規則第49条の20に「小電力デー
タ通信システム」として技術基準が定められている．そ
して，電波法第 38 条の 2 の 2 の登録証明機関による認
証を受ければ，免許不要で運用できる．

当協会としては，発射される電波の技術基準への適合
性以外に，ラジコン用装置（2.4 GHz 帯プロポ）全体
としての操作性や動作の確認と，良好なラジコン利用環
境の維持のために当協会に登録したプロポを当協会の推
奨品として国内普及を図っている．
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図1　40�MHz帯，72・73�MHz帯プロポの認定台数
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その登録事業の一環として実施しているのが共存調
査である．

一概に 2.4 GHz 帯プロポといっても，各メーカ，各
機種によって制御チャネル数や変調方式が異なることが
ある．無線設備規則の規定に基づき，多くはスペクトル
拡散方式の直接拡散方式や周波数ホッピング方式，ある
いはその複合方式が採用されているが，それ以外のディ
ジタル変調方式のものもあり，今後も新しい方式のもの
が開発される可能性がある．

そこで，各メーカの協力の下，各メーカから 10 台ず
つのプロポを提供してもらって一か所に集め，1 台ずつ
電波を発射していって相互に干渉がないかどうかを調査
する共存調査を行っている．初めの頃は，ある機種の電
源が入らなくなったり，ホールド（動作が止まったり遅
れが出る）などの現象が起きたことから，各メーカから
も共存調査に対する理解が得られ，プロポの改良も進め
られてきたところである．

共存調査において，飛行機，グライダー，ヘリコプター
といった上空用プロポの場合は 30 台以上，自動車，船
舶など上空以外用（陸上用，水上用）のプロポの場合は
40 台以上が同時に電波を発射しても，相互の干渉が認
められないことを目安に合格としている．最近のプロポ
は驚くほど性能も向上し，各メーカのプロポが合計で
50 台同時に電波を発射しても，相互の干渉が認められ
ないほどになっている．

この共存調査の合格を含め，当協会に登録された
2.4 GHz 帯プロポには登録シールが発行される．技適
認証番号と協会登録番号を示す，このシールが裏側に貼
付されたプロポは，当協会の推奨品として使って頂ける．

当協会の登録事業は，2008 年 4 月から行っているが，
40 MHz 帯や 72 MHz 帯の認定事業と台数ベースで比
較すると，2014〜2015 年度は，認定・登録台数全体の
う ち 98 ％ 以 上 が 2.4 GHz 帯 プ ロ ポ に な っ て い る

（2.4 GHz 帯プロポの登録台数を図 2 に示す）．

  5 ラジコン操縦士登録事業
良好なラジコン電波環境の維持を目的としたプロポ

の認定・登録事業とともに，当協会の事業のもう一つの
柱がラジコン操縦士登録事業である．

電波は有限希少な資源であり国民共有の財産である．
電波を利用する者は原則免許を受け，電波利用料を払っ
て無線局を運用している．

ラジコン電波は，諸先輩方の尽力により，専用電波の
割当を受け，認証を受ければ免許不要で運用できる．

それは，ラジコン愛好家の皆様が，ラジコン電波を適
正に運用する責任を自覚し，ラジコン電波の正しい知識
と操縦技術の習得・向上に努め，ラジコンの健全な普及
発展を図ることが求められているということである．

ラジコン操縦士登録制度は，ラジコン用電波の利用状
況を把握管理するとともに，有限希少な電波資源を免許
不要で利用できることを強く認識し，ラジコン運用者と
しての責任を自覚して，ルールにのっとりモラルをもっ
て適正にラジコンを運用して頂くことを目的としている．

また，ホビー用のラジコン操縦士登録者は，低廉なラ
ジコン保険に加入できる．個人賠償責任保険で対人，対
物損害最大 1 億円を補償するものである（免責 5 万円）．
ラジコンの運用にあたって安全の確保は必須のことだ
が，それでも万一の事態に備えるのがラジコン保険であ
る．近くの車や住宅にぶつけた事例は少なからずあるし，
死亡や傷害事例もあり，万一運用を間違えたりした場合
や機器が故障した場合などにおけるラジコンの危険性を
認識して頂く必要がある．ラジコンの競技会では，保険
の加入が参加条件となっている場合がほとんどである．

ラジコン操縦士登録は，当協会の設立当初から取り組
んできた．操縦士登録管理用システムの開発導入を行い，
導入初年度（1985 年度）は，5,962 名の登録があった．
登録は 2 年更新となるが，現在，新規・更新合わせて
約 2 万名の登録を頂いている（図 3）．

長い不景気の間に減少傾向だったラジコン操縦士登
録件数も，景気の回復に合わせて，ここ数年少しずつ増
加に転じており，今後ともラジコンを楽しむ人が増える
ことを期待している．

  6 安全環境対策事業
当協会の事業のもう一つの柱が，安全環境対策事業で

ある．
安全環境対策事業は，ラジコンの安全な運用や電波秩

序の維持などを確保するために，ラジコン愛好家に対し
て，ラジコン模型の基礎知識やルール・マナーなど，ラ
ジコン愛好家として守って頂くための必要最低限の支援
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図2　2.4�GHz帯プロポの登録台数
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を行い，ラジコンの健全な普及・発展に役立てることを
目的としたものだ．

その第 1 が，ラジコンインストラクター制度である．
この制度は，ラジコン初心者の方に，ラジコンの基礎

知識やルール，マナーなどラジコン操縦に最低限必要な
技量，知識を身に付けて頂くために，当協会が認定した
ラジコンインストラクターが指導するシステムとして，
2005 年度から導入されたもので，ラジコンインストラク
ターに認定されるには，当協会が毎年全国で実施するラ
ジコンインストラクター認定試験に合格する必要がある．

ラジコンインストラクターは，現在，飛行機，グライ
ダー，ヘリコプターの 3 種目に分かれており，種目ご
とに筆記試験と実技試験がある．筆記試験は電波に関す
る基礎知識やラジコン運用の知識について出題してい
る．実技試験は，受験者の操縦技術を見て，協会が専任
するインストラクター判定員が合否を判定している．

一人の受験者が複数種目に合格することもあり，これ
まで，毎年全国 8〜9 か所で認定試験を実施し，2014

年 3 月末までに延べ 514 名の合格者が出ている．
また，2014 年 3 月末現在，延べ 180 名のインストラ

クター認定登録者が，各地の模型店に登録配置され，こ
れまでに 247 名のラジコン入門者の指導を行っている．

（ラジコンインストラクター認定試験合格者数及び認定
登録者数を図 4 に示す．）

更に，インストラクター認定登録者は，当協会からラ
ジコン安全指導員に指定され，ラジコンクラブ内におけ
る安全指導，ラジコンのトラブルに関する調整や混信・
妨害調査など，近隣住民を含め対外的な安全運用対策に
活躍している．

そのほかにも，安全環境対策事業として，次のような
ことを行っている．
　①電波周知説明会

毎年，秋のホビーショー開催時に，地域の模型店やラ
ジコン関係者を対象に，ラジコンの安全運用や電波に関
するトピックス的な内容でセミナーを開催している．
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図4　ラジコンインストラクター合格者数と登録者数
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　②こども模型飛行機教室への支援
「こども模型飛行機教室」は，一般財団法人日本航空

協会が主宰するイベントで，子供たちに模型飛行機の楽
しさを知ってもらうため，全国各地で開催されているも
のだが，それに当協会からも支援を行っている．
　③公共的な競技場等に対する支援

ラジコンの安全運用のために，各地の模型店やラジコ
ンクラブなどが，河川敷等にラジコン専用飛行場を整備
するなどしているが，河川敷の占用許可申請に関する情
報提供等の支援やラジコン飛行場に設置する安全運用の
ための看板の作成費等の助成を行っている．
　④日本科学模型安全委員会への業務委託

ラジコン関係団体の一つに日本科学模型安全委員会
がある．本委員会は，ラジコン飛行場などが使用する河
川敷地の占用許可等に対する指導や行政への働き掛け，
安全な環境での運用などの周知啓発活動，万が一事故が
発生した場合の事故・故障等の原因究明等の業務を行っ
ているが，当協会もラジコン用プロポの認証を行ってい
る立場から，本委員会へこれらの業務を委託して実施し
ている．
　⑤その他

以上のほか，ラジコンの安全運用，電波秩序の維持等
に関する周知のため，当協会のホームページの活用やラ
ジコン誌への広報活動を行っている．

  7 最後に
最近，ヘリコプターのロータが四つ，六つなど複数付

いているマルチロータヘリコプター（マルチコプター）
が急速に普及している．3 軸ジャイロによる自動姿勢制
御や GPS によるプログラム制御とプロポからの電波途
絶時に自動的に出発場所に戻るゴーホーム機能など初心
者でも容易に飛行させられる機能，カメラを搭載して空
撮ができる機能などもあることから，それまでラジコン
をやったことがない人たちが関心を持ってきている．

インターネットの動画像投稿サイトには，マルチコプ
ターを使って撮影したと思われる動画像が数多く投稿さ
れているが，都市の建物上空や群衆の上空を飛行させて
いるシーンを見ると，もし操縦不能になって墜落したら，
大きな事故につながりかねないと不安になるものがあ
る．恐らく，電波の特性や混信によって操縦不能になる
可能性，航空法に基づく高度制限，墜落した場合の危険
性などは思いもせず，一般的なラジコン愛好家が守って
いるルールやマナーも知らずに運用していると思われ
る．今後，これらの人たちに対する安全運用の周知啓発
が必要と思われる．

皆様には，ラジコンの危険性を認識し，ルールやマ
ナーを守り，モラルを持って，ラジコンを楽しんで頂き
たいと思っている．




