
 

 
 
 
 
 
 
 
 

飛行マニュアル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙４）飛行マニュアル 

2 
 

目次 

１．無人航空機の点検・整備 ..................................................................................... 3 

１－１ 機体の点検・整備の方法 .................................................................................................. 3 
（１）飛行前の点検 .......................................................................................................................... 3 

●搭載機器の取り付け状態の確認 ........................................................................... 3 
●動力部の点検 ....................................................................................................... 3 
●ＲＣ装置（送受信機）の点検 ............................................................................... 3 
●フライトコントローラーの点検 ........................................................................... 4 
●飛行直前の点検 .................................................................................................... 4 

（２）飛行後の点検 .......................................................................................................................... 4 
（３）定期点検 ................................................................................................................................. 5 

●点検期間 .............................................................................................................. 5 
●点検項目 .............................................................................................................. 5 

１－２ 点検・整備の記録 ............................................................................................................ 5 

２．無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項 ................................................... 6 

２－１ 基本的な操縦技量の習得 .................................................................................................. 6 
２－２ 業務を実施するために必要な操縦技量の習得 ..................................................................... 6 
２－３ 操縦技量の維持 ............................................................................................................... 7 
２－４ 飛行記録の作成 ............................................................................................................... 7 
２－５ 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項.................................................. 7 

３．安全を確保するために必要な体制 ....................................................................... 9 

３－１ 無人航空機を飛行させる際の体制 ..................................................................................... 9 
３－２ 非常時の連絡体制 ............................................................................................................ 9 
３－３ 事故発生時の国土交通省への連絡先 .................................................................................. 9 

４．記録 .................................................................................................................. 10 

（様式１）無人航空機の点検・整備記録...................................................................................... 10 

－ メモ － ............................................................................................................... 11 

 

 
 
 
 
 



（別紙４）飛行マニュアル 

3 
 

１．無人航空機の点検・整備 

１－１ 機体の点検・整備の方法 
 
（１）飛行前の点検 
●搭載機器の取り付け状態の確認 

・機体輸送時の損傷等が無いか機体全体の外観状態を確認する。 

・受信機、フライトコントローラー等の取り付け状態に異常が無い事を確認する。 

・両面テープの劣化、結束バンド、ケーブル等に裂傷、剥離等が無い事を確認する。 

・バッテリーケーブル部の裂傷やコネクタ部の変形や破損が無い事を確認する。 

・各電気配線の接続部等に半田の外れや接触不良個所が無い事を確認する。 

 

 

 

●動力部の点検 

・モーターの取り付けネジに緩みが無い事を確認する。 

・モーターに異物の混入が無く、指でスムーズに回転出来る事を確認する。 

・モーター軸やモーターケースの変形がなく、回転軸のブレがない事を確認する 

・プロペラを外した状態でモーターを回転させ、低速回転域から高速回転域までスムー

ズに回転し、異音や異常な発熱が無いことを確認する。 

・プロペラに傷や歪みがない事を確認する。 

・プロペラの取り付け回転方向に間違いが無い事を確認する。 

・プロペラがモーターシャフトに確実にロック固定されている事を確認する。 

 

 

 

●ＲＣ装置（送受信機）の点検 

・プロポのバッテリー残量が十分にある事を確認する。 

・プロポの設定は飛行開始する機体モデルの設定が呼出されている事を確認する。 

・プロポに離陸からの飛行時間経過が分かるアラームを設定し機能する事を確認する。 

・機体側受信機の電源を入れた後、プロポ電源を入れて確実にバインド（通信状態）す

る事を確認する。 

 

 

 

 



（別紙４）飛行マニュアル 

4 
 

●フライトコントローラーの点検 

（専用ソフトウェアを使用してＰＣ画面上でフライトコントローラの動作を確認） 

・プロポスイッチへの各機体制御機能の割り当てが正しい事を確認する。 

・プロポスティックの操作に追従して動作している事を確認する。 

・フェールセーフ機能が働く事を確認する。 

※ＲＣシステムに異常が発生し、電波送受信が出来なくなった場合を想定し、送信機電

源を切った場合のモーター出力停止などフライトコントローラーの動作が設定どおり

に動作する事を確認する。 

・万が一、機体の紛失を想定して、ロストアラームが正しく作動する事を確認する。 

 

 

 

●飛行直前の点検 

※飛行直前の点検は、直接的な墜落要因に重点を置き、下記項目について最終点検を行

う。 

 

・バッテリーの充電残量が十分ある事を確認する。 

・複数セルのバッテリーの場合、各セルのバランスが均衡している事を確認する。 

・フライト中の機体視認目的のＬＥＤ照明の点灯状態の確認を実施する。 

・ＦＰＶ飛行用カメラが確実に固定されている事を確認する。 

・ＦＰＶ飛行用カメラのレンズに割れやヒビ等の損傷、また埃の付着が無い事を確認 

する。 

・ＡＴＶ送信機のアンテナの損傷、また取り付けネジの緩みが無い事を確認する。 

・ＦＰＶ受信機のバッテリー残量が十分にある事を確認する。 

・ＦＰＶ送受信機の各バンド、及び周波数チャンネルが一致している事を確認し、映 

像受信状態が明瞭である事を確認する。 

 

 

 

（２）飛行後の点検 
・機体や特にモーター内部へのゴミ等の付着を確認し、可動がスムーズである事を確 

認する。 

・機体の取り付け部品各部にネジの緩みが無い事を確認する。 

・フライト中の振動等によるＲＣ装置の取り付け状態に異常が無い事を確認する。 

・モーターやバッテリーの異常な発熱が無い事を確認する。 

・プロペラの変形や損傷、欠損箇所が無い事を確認する。 
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（３）定期点検 
●点検期間 

・５０フライト毎に定期点検を実施する。 

・バッテリーは１本当たりの充電使用回数上限を２００回までとし、２００回以上使用

したバッテリーは、フライト用のメインバッテリーとしての再利用はしない。 

※リチウムポリマーバッテリーの廃棄は適切な手順で処理を行う事とする。 

 

５０フライトに到達した機体については、次項「●点検項目」事項について無人航空機

の点検を実施する。 

 

 

 

●点検項目 

・機体の主要パーツの分解清掃点検を実施する。 

・フレームの損傷やカーボン剥離などは新品部品への交換または補修を実施する。 

・劣化部品（両面テープ、結束バンド、ケーブル類）の交換を実施する。 

※明らかに劣化が認められず、交換の必要が無い箇所は点検のみ実施とする。 

・パーツの組み付けには必ず新しくネジロック剤を使用してネジの緩みを防止する。 

※新品部品組み付けの際はネジロック剤使用の前に必ず脱脂処置を実施する。 

・ネジの曲がりやシャフト類の摩耗等は必ず新品部品への交換を実施する。 

・樹脂製プロペラは損傷の有無にかかわらず、全て新品部品への交換を実施する。 

・バッテリーの各セル電圧バランスの総チェックを実施する。 

・フライト中の機体方向視認目的の LED照明の点灯確認を実施する。 

 
 
 
１－２ 点検・整備の記録 
１－１（３）に定める５０フライト毎に無人航空機の点検・整備を行った際には、「無

人航空機の点検・整備記録」（様式１）により、点検・整備を実施した者がその実施記

録を作成する。 
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２．無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項 

２－１ 基本的な操縦技量の習得 
手動飛行モード（ＧＰＳ制御飛行などの自立飛行モードで無い状態）で、以下の全項目

内容の機体操作が可能となるよう操縦練習を実施する。 

以下の操作が可能な者は中級技能レベルとみなす。 

中級技能レベルに満たない者は中級技能レベル者のプロポ間を専用ケーブルで接続し、

トレーナーモード機能（機体操作が出来なくなった場合、そのまま中級技能者が持つプ

ロポ側で機体操作を引き継げる機能）を利用して、正しい機体制御が出来るようになる

まで練習を行う。 

 
項 目 内 容 

離着陸 ２ｍの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸することができる。 

正面ホバリング 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリン

グにより指定された範囲内でとどまることができる。 

左右方向の移動 指定された離陸地点から、左右方向に２ｍ離れた着陸地点に移

動し、着陸することができる。 

この飛行を２回、連続して安定して行うことができる。 

前後方向の移動 指定された離陸地点から、前後方向に２ｍ離れた着陸地点に移

動し、着陸することができる。 

この飛行を２回、連続して安定して行うことができる。 

水平面内での飛行 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動する

ことができる 

対面ホバリング 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、対面状態

でのホバリングにより指定された範囲内でとどまることができ

る。 

旋回飛行 ３ｍの高度を維持し、一定の速度で左右旋回飛行ができる。 

８の字旋回飛行 ３ｍの高度を維持し、一定の速度で左右８の字旋回飛行がで 

きる。 

 
 
 
２－２ 業務を実施するために必要な操縦技量の習得 
趣味目的での無人航空機飛行許可申請の為、本項目は省略とします。 
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２－３ 操縦技量の維持 
月に１～２回のペースで、ＲＣクラブ飛行場にて、操縦の基本となる静演技練習、また

旋回飛行練習を行う。 

 

・正対面制止ホバリング飛行 

・左右横面制止ホバリング飛行 

・垂直上昇、下降飛行 

・定点ピルエット飛行 

・前進、後退、左右ロール飛行 

・左右旋回飛行 

・左右８の字旋回飛行 

 

 
 
２－４ 飛行記録の作成 
趣味目的での無人航空機飛行許可申請の為、本項目は省略とします。 

 
 
 

２－５ 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項 
（１） 第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空への進入は基より、申請の

許可・認可を受けていない空域で無人航空機を飛行させない。 
（２） 申請の許可・承認を受けた飛行可能な空域を正しく理解しておく事を徹底する。 

（３） 飛行前に、気象（仕様上設定された飛行可能な風速等）、機体の状況及び飛行

経路について、安全に飛行できる状態であることを確認する。 

（４） 取扱説明書に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に

飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛

行を中止する。 

（５） 衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しない。 

（６） 酒精飲料等の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができない恐れ

がある間は、飛行させない。 

（７） 飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。 

（８） 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすよ

うな飛行を行わない。 

（９） 物件のつり下げ又は曳航は行わない。 
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（１０） 無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機

体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げ

る事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課又は空

港事務所まで報告すること。なお、夜間等の執務時間外における報告について

は、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。 

 

・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号 

・無人航空機を飛行させた者の氏名 

・事故等の発生した日時及び場所 

・無人航空機の名称 

・無人航空機の事故等の概要 

・その他参考となる事項 

 

（１１） 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写

しを携行する。 

 

（１２） 飛行空域（クラブ飛行場）の●●方向約●●●ｍの近接位置から公的機関●

●●●のヘリポートがあり、●●●●敷地外の上空について飛行禁止は設定さ

れていない事を確認済みであるが、外部から●●●●敷地内の撮影は禁止され

ている事から、無人航空機による空撮等で上空からの●●●●敷地内の撮影を

禁止する。 
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３．安全を確保するために必要な体制 

３－１ 無人航空機を飛行させる際の体制 
・場所の確保、周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させないことを徹底 

する。 

・申請の許可・承認を受けた飛行可能な空域を正しく理解しておく事を徹底する。 

・風速５ｍ／ｓ以上の状態では飛行させない。 

・雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。 

・飛行させる際には、常に不足の事態を想定した飛行を行う事を徹底する。 

・飛行中に少しでも自己の操作に反する機体挙動を感じた場合は、速やかに飛行を中 

止する。 

・他のクラブ員などギャラリーが居る場合、飛行前に必ず飛行を開始する事を伝達認 

識させる事を徹底する。 

・クラブ利用の敷地内に、興味本位で部外者が侵入してきた際には、速やかに飛行を 

中止し、部外者は立ち入り禁止である事と敷地内での危険性を説明する事を徹底する。 

・飛行させる前に飛行エリア及びその周辺の障害物の状況などを確認し安全に飛行で 

きることを確認する。 

・飛行エリア全体を見渡せる位置に、操縦者の補助者を配置し、飛行エリア内に第三 

者が侵入した又はおそれがある場合には操縦者へ助言を行い飛行を中止等するこ 

とができる体制を取る。 

 

３－２ 非常時の連絡体制 
非常時には、以下のとおり関係機関、及びクラブ責任者に連絡する。 

 

・京都府警       ●●警察署    電話 000-00-0000 

・●●市消防本部    ●●市消防署   電話 000-00-0000 

・クラブ会長      ●● ●●    電話 000-0000-0000 

・クラブ副会長     ●● ●●    電話 000-0000-0000 

・クラブ副会長     ●● ●●    電話 000-0000-0000 

 

３－３ 事故発生時の国土交通省への連絡先 
事故発生時には、以下のとおり関係機関へ通報連絡する。 

 

国土交通省航空局運航安全課  電話 03-5253-8111（内線）50157,50158 

国土交通省 大阪空港事務所  電話 06-6843-1127 
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４．記録 
（様式１）無人航空機の点検・整備記録 
（点検機体名：                      ）  （点検日：    年  月  日）  （点検者名：           ） 

項番 点検項目 点検結果（チェック記入） 交換部品・調整内容 

１ 

モーター 

外観 □良  □調整 □補修 □交換  

２ 異物混入 □良  □調整 □補修 □交換  

３ 手動回転 □良  □調整 □補修 □交換  

４ 回転の状態 □良  □調整 □補修 □交換  

５ 異音の有無 □良  □調整 □補修 □交換  

６ プロペラ 交換必須 ☑交換 ※プロペラ全数を交換（CW,CCW） 

７ 

フレーム 

外観 □良  □調整 □補修 □交換  

８ 損傷 □良  □調整 □補修 □交換  

９ 剥離 □良  □調整 □補修 □交換  

１０ ネジ緩み □良  □調整 □補修 □交換  

１１ 
電気系統 

コネクタの状態 □良  □調整 □補修 □交換  

１２ ケーブルの状態 □良  □調整 □補修 □交換  

１３ 
RC装置 

外観 □良  □調整 □補修 □交換  

１４ 装置固定状態 □良  □調整 □補修 □交換  

１５ 

バッテリー 

コネクタの状態 □良  □調整 □補修 □交換  

１６ ケーブルの状態 □良  □調整 □補修 □交換  

１７ セルバランス □良  □廃棄（本数：    ） ※セルバランス不良の物は廃棄 

１８ 使用回数 □良  □廃棄（本数：    ） ※使用回数 200回を超えるものは廃棄 

特記事項： 
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－ メモ － 
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