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★注意

（１）本書は著者が独自に調査した結果を出版したものです。

（２）本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万が一、ご不明な点や誤り、記載漏れなどがございま

したら、出版元まで書面またはＦＡＸにてご連絡ください。

（３）本書の内容をもとに運用した結果については、上記（２）に関わらず、出版元、著者は責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

（４）本書の無断複写は、著作権法上の例外を除き、禁じられています。

はじめに

　２０１０年代に入り、安価で操作が簡単な機種が登場したこと

で、急速に普及が進むドローン（マルチコプター）ですが、その手

軽さ故に、世界各地で事故が発生しています。一部の経済研究所の

発表では、執筆時点から十数年でドローンの市場規模は数千億円に

なると予想されています。これは、ドローンがホビー用途にとどま

らず、産業用途として広い分野で活躍することが見込まれるためで

す。そのような中、各地で起こる事故が原因で、その危険性がクロー

ズアップされ、規制の動きが進んでいます。注目される事故は、ド

ローンの高性能化により、本来墜落等の危険を伴う現象に気づかず

飛行をさせてしまうなど、操縦者の知識や経験が不足していること

によって発生したものがほとんどであると考えられています。十分

な操縦者教育がなされないまま、ドローンの流通だけが先行して進

んでいるのが現状です。操縦者教育の現状を見てみると、書店に並

ぶドローン専門書も、機種の紹介や、簡単な操作方法の説明にとど

まり、航空工学等を意識したものがほとんど市場に出回っていませ

ん。このような状況では、事故が減るどころか、増える一方になっ

てしまいます。そこで、我々は、ドローンに関する正しい知識を身

に着ける機会を設けることを目的にドローン検定を実施することに

しました。本書は、操縦者教育が追い付いていない現状を打開すべ

く、操縦者として知っておくべき重要な情報をしっかりと記載して

おります。ドローンは、空の産業革命と言われるほど、将来有望な

技術でありますので、安全に運用し、出来るだけ多くの方に活用し

て頂けることを願っております。
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ご案内

試験の概要

受験資格

受験申込方法と申込締切

合格者

出題方法と合否判定

出題内容

試験の時期

受験料

受験地

　ドローン検定は次の試験を実施しています。

ドローン検定３級は、年齢・学歴などの制限は一切なく、誰でも受験することが

できます。

　ドローン検定の受験申込みは、ドローン検定協会のホームページからか、ＦＡ

Ｘ、郵送にて申込みが可能です。また、一部のドローン販売店などでも受験申込

みが可能です。受験申込みは、開催月の先月末日（休日の場合は翌平日）までです。

　合格者には、合格証（カード）が発行されます。また、３級合格者は、ドロー

ン検定２級を受験することが可能となります。合格者のみが購入できるドローン

関連グッズもありますので、詳しくは協会にお問い合わせください。

　試験は、筆記試験のみで行われます。解答方法は、選択肢から設問に応じた解

答を選ぶマークシート方式です。各設問で４択の選択肢が用意されており、１つ

だけを選びます。全５０問を９０分で解かなければなりません。１問２点で８０

点以上で合格となります。

　ドローン検定３級では、次の範囲が出題されます。

年に６回実施されます。開催月によって、平日の開催の場合と、休日に開催され

る場合があります。平成２８年度は、１月・３月・５月・７月・９月・１１月に

開催される予定です。

５，５００円（税込）

　受験地は、毎試験募集時に、実施要項にて発表されます。同じエリアで毎回開

催されるとは限りませんので注意が必要です。具体的な受験場所は、郵送にて送

られてくる受験票に記載されています。

ドローン検定

1級 ２級 ３級 ４級
ド
ロ
ー
ン
操
縦
士

空
撮
技
能

Ｆ
Ｐ
Ｖ
技
能

公
認
指
導
員
試
験

筆記試験 技能試験

大項目 項目
用語 一般用語

航空用語
基礎 機体

制御装置
送信機

バッテリー
機体特性 固定翼機（一部）

ヘリコプター（一部）
マルチコプター

工学・気象学 航空力学基礎
機体構造

通信（一部）
法規Ａ 電波法

航空法
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TRY2.	 機体の動き
2—1	 前後左右の動き

前進

左移動 右移動

後退

　マルチコプターやヘリコプター

は、同じ高さのまま、前後左右に

移動することができます。機体を

前後に動かす舵
かじ

を【エレベーター】

と言います。エレベーターを操作

することで、機体が前後に傾き移

動する仕組みです。この傾きのこ

とを【ピッチ】と呼びます。

ピッチ

　機体を左右に動かす舵を、【エルロ

ン】と言います。エルロンを操作する

と、機体が左右に傾き、右や左へ移動

します。この左右の傾きのことを【ロー

ル】と呼びます。また、その傾きの角

度を【バンク角】と呼びます。

　飛行機とマルチコプターとでは、機

体をロールさせた場合の挙動が異なり

ます。飛行機の場合は、ロールにより

発生した向心力で旋回するのに対し、

マルチコプターは、同じ方向を向いた

まま左右に移動できます。

ロール

2—2	 回転の動き

ヨー

　機体を（上から見て）左右に回転させ

る舵を【ラダー】と言います。このラダー

を操作することで、機体が回転します。

この動きを【ヨー】（ヨーイング）と呼

びます。飛行機に比べると、回転翼機は、

大きく俊敏にヨーイングが可能です。こ

のとき機首が向いている方角を【ヘディ

ング】と呼びます。

問 14	 ドローンを前進させるために操作する舵を選びなさい。

①	 スロットル

②	 エルロン

③	 ラダー

④	 エレベーター

問 15	 マルチコプターのヘディングを変える操作をする舵を選びな

さい。

①	 スロットル

②	 エルロン

③	 ラダー

④	 エレベーター

問 16	 機体のバンク角を変える操作をする舵を選びなさい。

①	 スロットル

②	 エルロン

③	 ラダー

④	 エレベーター

問 17	 ドローンのヘディングを円旋回の中心に向けたまま旋回する

ために必要な舵の組み合わせとして最も適切なものを選びなさい。た

だし、無操作で機体の高度は一定であるとする。

①	 スロットル・エルロン

②	 エルロン・ラダー

③	 ラダー・エレベーター

④	 エレベーター・スロットル
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2—3	 揚力を生み出す仕組み

『ヘリコプターとマルチコプターでのブレードの違い』

　一般的なヘリコプターとマルチコプターでは、ブ

レードの仕組みに大きな違いがあります。ヘリコプ

ターはブレードに【可変ピッチ】という仕組みが備

わっています。これは、ローターの回転中にブレー

ドの角度を自由に変えることができる仕組みです。

一方で、一般的なマルチコプターのブレードは、そ

の角度が固定されており、ローターの回転中には変

えることができません。これを【固定ピッチ】と呼

びます。

可変ピッチ

固定ピッチ

『揚力が発生する仕組み』

　流れる空気（流体）の中に、物

体を置くと、より速く流れる方に

引っ張られるという現象が起こり

ます。この性質を利用して【揚力】

（持ち上げる力）を生み出すのが、

翼【ブレード】です。

　翼の上の【流速】（空気の流れの速さ）が大きいほど

揚力も大きくなります。そのため、翼の角度（ピッチ）

を大きくつけるほど、上の流速が速くなり、大きな揚力

を得ることができます。例えば、下敷きを手にもって、

角度を変えながら動かしてみると、揚力の発生を感じる

ことができると思います。この時、角度は一定で、より

速く下敷きを動かすと、より大きな揚力を感じることが

できます。これは、流速が速くなると、その分揚力も大

きくなるためです。ヘリコプターやマルチコプターの場

合、ブレードをより速く回転させると、その分大きな揚

力を得ることが可能です。

　ヘリコプターは、ローターの回転数を一定に保ったまま、ブレードのピッチを

変えることで、揚力の大きさを調整することができます。この仕組みにより、ロー

ターの回転数を変更せず飛行することが可能となります。また、エンジンといっ

た動力源のレスポンスによらず、揚力を変えることが出来るので、俊敏な動作が

可能となります。ただし、ブレードのピッチを変える仕組みには、とても複雑な

機構が必要となるため、高価な部品を多く必要とし、メンテナンスも大変である

というデメリットがあります。

　一方、マルチコプターに多く採用されている固定ピッチのブレードは、ローター

の回転数を変えることで、揚力を変化させています。これは、ローターの動力源

である電気モーターの性能が向上し、回転数を高い精度で制御できるようになっ

た事で実現しました。固定ピッチのブレードには、ローターに直接ブレードを取

り付けるだけでよく、仕組みが簡単なため、安価でメンテナンスも容易です。し

かしながら、揚力を変化させるため、ローターの回転数を常に変化させる必要が

あるため、制御が難しく、操作に対する反応にも遅れが生じます。

『気流とローターの回転数』

　固定ピッチのブレードは、ロー

ターの回転数を変化させることで揚

力を調整します。例えば、大きな揚

力を必要とする場合は、ローターの

回転数を多く（より速く回転）し、

揚力を落とす場合は、ローターの回

転数を下げます。もし、ブレードが

下降気流中にある場合（上から風が

あたる場合）、機体の高さを一定に

ワンポイント
　マルチコプターの多くで、固定ピッ

チのブレードが採用されていると説明

しましたが、最近では、可変ピッチを

採用したマルチコプターも登場してい

ます。しかし、制御がとても複雑で難

しく、かつ高価な為まだまだ一般には

普及していません。

保つためには、より大きな揚力を必要とするため、ローターの回転数を上げる必

要があります。一方で、上昇気流中（下から風があたる場合）は、揚力を小さく

しなければならないため、ローターの回転数を下げなければなりません。上昇気

流が特に大きくなると、ローターの回転数はほぼゼロに近くなり、機体の姿勢を

制御できなくなってしまいます。このため、マルチコプター（固定ピッチの機体）

は、上昇気流に弱いという特性があります。もし、マルチコプターを降下させると、
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TRY
下からあたる風が相対的に大きくなるため、ローターは回転数を下げようとしま

す。さらに急降下をさせようとすると、ローターの回転数は極端に下がり、機体

の姿勢を制御できなくなるため、不安定になります。場合によっては、姿勢を安

定させることができず、墜落に至る場合もあります。マルチコプターを安全に飛

行させるためには、風が強い環境と急降下などの操作を避ける必要があります。

問 22	 飛行機を上昇させるために必要な舵を選びなさい。

①	 エルロン

②	 ラダー

③	 エレベーター

④	 コレクティブピッチレバー

問 23	 ヘリコプターを上昇させるために必要な舵を選びなさい。

①	 エルロン

②	 ラダー

③	 エレベーター

④	 コレクティブピッチレバー

問 24	 マルチコプターの昇降舵を選びなさい。

①	 エルロン

②	 ラダー

③	 エレベーター

④	 スロットル

問 25	 マルチコプターの機体特性として正しいものを選びなさい。

ただし、回転翼のピッチは固定されているものとする。

①	 左右に移動できない

②	 後退できない

③	 ヨーイングができない

④	 急激な降下ができない

2—4	 上昇と下降の動き

翼の揚力を変化させれば、ピッチを水平に保ったままでも、上昇下降しますが、

効率が悪いため、このような方法で高度を変えることは殆どありません。

　一方、ヘリコプターの場合は、ブレードのピッチを変化させることで、揚力を

変化させ上昇や下降を行います。これによって、飛行機では不可能な、垂直上昇

や垂直下降が可能となります。通常は、ローターの回転数は変えず、【コレクティ

ブピッチレバー】と呼ばれるブレードのピッチを変化させる舵を操作することで、

　固定翼機（飛行機）と回

転翼機（ヘリコプターやマ

ルチコプター）とでは、上

昇や下降の方法が異なりま

す。飛行機の場合は、エレ

ベーターを操作し、機体の

ピッチを変化させること

で、上昇や下降を行います。

もちろん、速度を上げて、

上昇と降下を制御します。

　マルチコプターの場合は、ブレー

ドのピッチが固定されているため、

ローターの回転数を変化させて上昇

と下降を行います。このローターの

回転数を制御する舵を【スロットル】

と呼びます。

ワンポイント

　上昇下降を制御する舵を総称して

【昇降舵】と呼びます。マルチコプター

の昇降舵はスロットルと呼びますが、

一般に、スロットルという言葉は、昇

降舵ではなく、ローターやエンジンの

出力を制御する舵を表し

ます。

ヘ リ コ プ タ ー の

ローター回転数は

基 本 的 に 一 定 で

す。

Note

サンプル
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TRY

問 59	  「ダウンウォッシュ」の説明として正しいものを選びなさい。

①	 機体を洗浄すること

②	 ブレードが回転することで発生する下向きの風

③	 下降気流

④	 エンジンを止めること

問 60	 回転翼機の離着陸場所として適切でない場所を選びなさい。

①	 ヘリポート

②	 水平なアスファルト舗装面

③	 柔らかい砂辺

④	 水平なコンクリート舗装面

問 61	 セットリングウィズパワーの説明として正しいものを選びな

さい。

①	 機体を上昇している場合に発生しやすい

②	 故障によりローターの回転数が減少すること

③	 降下中に自ら作り出したボルテックスリングの影響で不

安定になること

④	 急激なコレクティブピッチ操作により揚力を失うこと

問 62	 セットリングウィズパワー発生の前兆と思われるものを選び

なさい。

①	 上昇中に異音が発生したとき

②	 ヨーイングが止まらないとき

③	 降下中に機体が揺れだしたとき

④	 突風を受け機体が異常に傾いたとき

問 63	 セットリングウィズパワーの回避操作として正しいものを選

びなさい。

①	 前進加速させる

②	 降下させる

③	 コレクティブピッチを操作して上昇操作する

④	 ローターの回転数を上げる

問 64	 地面効果の説明として間違っているものを選びなさい。

①	 地面効果が発生すると揚力を失い墜落する

②	 機体の飛行によって吹き降ろされた空気が地面に当たっ

て空気が圧縮される現象

③	 地面効果が発生するとより少ない動力で揚力を発生させ

ることができる

④	 地面効果が発生すると着陸しにくくなる場合がある

サンプル
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5.	 機体の構造と姿勢制御
5—1	 機体を構成する部品
　マルチコプターをはじめ、航空機には、数多くの部品が使われており、これら

を緻密に組み合わせることで、機体を構成しています。ブレードのピッチが固定

であるマルチコプターは、ヘリコプターに比べるとシンプルな構造になっていま

す。マルチコプターの構成を大まかに分けると機体フレーム、ローター部、セン

ブレード

センターフレーム

ローター

スキッド

リトラクター

アーム ＧＰＳアンテナ

ＧＰＳ
アンテナホルダー

5—2	 ローター
　マルチコプターで最も重要な部品の一つに、ローターがあります。人が乗るヘ

リコプターの場合は、エンジンをローターとしています。マルチコプターの場合

は、より高い応答性が求められることと、軽量化の観点からローターに電気モー

ターを使用しています。多くのマルチコプターは、電気モーターとして、【ブラ

シレスＤＣモーター】というタイプを使用しています。直流電気を流すと回転を

始めるモーターをブラシ付きモーターと呼びます。皆さんも一度は、このブラシ

付きモーターを使われたことがあるのではないでしょうか？ブラシ付きモーター

サー類の３つに分け

られます。最近のマ

ルチコプターでは、

センターフレーム内

にセンサー類を綺麗

に格納できるタイプ

をあります。

となる問題があります。殆どのブラシ付きモーターは、定期的にブラシの清掃や

交換、モーター内部の掃除が必要になります。これらの問題を持たないモーター

として、ブラシレスＤＣモーターがあります。ブラシ付きモーターは、磁石を固

定して、電気が流れるコイルを回転させていました。ブラシレスＤＣモーターは

その逆で、電気が流れるコイルを固定し、磁石のついた回転子を回します。その

ため、コイルに流す電気を制御するだけで、回転をし、機械的接触部分を小さく

することが可能となります。このタイプのモーターは、構造が簡単で、メンテナ

ンスも殆どいりませんが、コイルに流す電流を細かく制御しなければいけないた

め、回転させるためには【ＥＳＣ】と呼ばれるコントローラーが必要になります。

ＮＳ

ブラシ付きモーター

コイル

磁石

整流子

ブラシ

は、電気を流すだけで回転を始めるという

簡単さと、構造のシンプルさから、いろい

ろな場面で活用されています。しかし、ブ

ラシと整流子が機械的に接触を続け擦れる

ため、その部分が劣化して電気が流れにく

くなったり、ブラシや整流子が削れて粉塵

Ｎ
Ｓ

ＥＳＣ

　ＥＳＣは、ローターと、制御装置

の間に接続しますが、最近のマルチ

コプターの中には、ローターとＥＳ

Ｃが一体になっているタイプのもの

も市販されています。

　ＥＳＣの役目は、ブラシレスＤＣ

モーターのコイルを制御するだけで

なく、バッテリーから送られてくる

大電流を制御信号に応じてその流れ

を制限するという役割も果たしてい

ます。

　電気モーターを外部から回転させると発電機になることはご存知かと思いま

す。コイルと磁石の動きで、電流が発生するのです。通常電気により回転させて

いるモーターも同時に発電を行っています。そのため、自然に回転するほど小さ

な電流でモーターを回すことができます。しかし、モーターの回転を強制的に止

めようとすると、内部の発電が弱まり、多くの電気を流さなければならなくなり

ます。モーターは電気が流れる部分が多くありますので、大電流を流すほど、発

熱します。

サンプル
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