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使用前の説明

本製品を使用する前に 以下の指示に従って マニュアル全体を慎重に熟読し 機体を操作して下さい.

1 各フライトの前に 地元の法律や規則を完全に理解してtIって下さい

2全てのアクセサリーやコンtネント油支用可能で良好な状馨であ‐ 獲 記してくださt、

そうでない場合は 機体を操作しないでください

0ブロペラが飛行中に脱落するのを防ぐために 指示に従って取付け 正しく取り付けられていることを確認してくださh
予期しない損傷を引き起こす可能性が「ありま,

4各フライトの前に リモ]ス カメス機体の電源が完全に供給されている事を確認して下さい.

5高層U,か ら離れた屋外で リモ]ンとの干渉を避けるため 高圧電線 通信基地局 WiFなどから離れた場所
`曇

作することを

推奨しま,

6各飛行の前に 機体の電源を入れる前にリモ]ンの電源を入れて下さい

着陸t. リモコンの電源を切る前に 機体の電源を切つてください.

7各飛行の前に 機体の半径10m以内に物や人物が入らないようにして下さい

混雑 高圧電線 樹木 水面などの障害物から機体を遠ぎサて下さい

8各飛行の前に FⅣ画面上の衛星の救を確認してください 機体の飛行によその数が7個以上のあつた方が良いで,
離陸ポイントは自動的にホ払 l‐置として記憶され 自動複帰モードでホームl‐置へ自動llに着陸しま,

9飛行高度の自己診断‐ SDインターフエイス[表示されま,
「飛行高度Jの値が一定値に低下してから離け る方が良いで,

10降下中の全過程で 機体を安定した状馨に保って下さい 地面に近づいたら地面が平らで滑らかであることを数7J間確認する事を

お勧めしま,そしてゆっくりと地面に降ろしま,
ロック過程 (モーター停止)には10秒以上かかる場合ザありますので

=抱
強くお待ち下さい

``強
風 大雪や大雨 濃い霧などの厳しい気象条件下 IIt行 しないでください

12関連する法律および/またま場制の下で 空港などの制限区域またま飛行禁止区域磯 体をF_作しないでください.

10精神状態が悪い時は機体を操化 ないでください (中毒など)

`4機
体 アクセサリー ]ンポーネントまお子様の手の届かないところに保管して下さい

子供がいずれかのアクセサリーや]ンポーネントを飲み込んだ場合は 直ちこ病院へ連れて行き治療すべきで,

15長期間使用しない場合は 電池を取り外し水気 湿気 強い太陽光 電磁波障害のない環境に置いて下さい

16 UP“ 子は 許可されていない取付/取外し 機体の組立/分解 及および/またま改造に起因するいllなる結果

にも責任を負いません

UPa r製品をお買い上げいただきありがとうございま,このマニユアルを厳守して使用して下さい

この製品およびマニユアルの知的財産権はC TENに 帰属し CTENの 書面による許可なく 組織や個人はいかなる形

でも本書の内容を天才 複製 頒布することはできません

この製品を使用する際の質 l・5やご不明点が御座いましたら C TEN正規代理店またはC TENカ スタマサービスにお問い

合わせ下さい
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一般的な導入

機体

UPttR ONEは GEnr/N―ションカン′に―によって研究されたクワッド]プターで 組込の飛行制御システムに ジン′tl'と カメラを

知蒲してもヽま,上昇/下降の基本機能に 撮影 ビデオ麺画 ワン■ リタース フエイルセーフ自動帰還 パッテリー電圧lrTによる

自動帰還を備えてもヽま魂

!=
―

会 ‐ ― ― ―
―

ー

〔llプロペラ

121モ
ーター

131赤色LEDインジケ́ (前 )

141ランシ ングギア

回防振装置

Юlジン●レ

171ヵメラ

Iq縁色LEDインジケ́  (後 )

〔qバッテリー電源ポタン

ロ01無線罰 アンテナ (内蔵)

1111バ ツテリーレベルインジケータ

ロ勾FW7ンテナ (内蔵)

11句 リンクボタン

陣1

pl

I`01

(図 1)
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機体の諸元

(図 2)

総重量 BⅢ 最大垂直速度

最大チルト角度

最大飛行速度

ホバリン刻青度

(安全飛行時 )

分  機体判本時

“

0859)

高さ (ランカングギア込み)
″Omm

ホイJレベース (軸距離) 35肺m

プロペラ 94①

モーター 2212

飛行時間 全負荷時 1350g)1

垂直 :`m
水平 :16m

Π は UPARFⅣ月に設計されたインタつ■イスであり他0疑 を揮入する事はできまにヽ _

インジケータの説明

機体アー郷 のLED飛行指示器は機体の方向を示しま,
機体の電源を投入すると LEDが点灯しま,
赤色LEDま前を 緑色LEDま後ろを示しま,

リモートコントローラ

リモート]ントローラは 243無線送信機 イン九 ニタと 58G受信預″一体化されておリ リモ]ンと受信機間のリンク縫 れ

ま,
初期状態で リモコンはメ リカンモードに設定されてtヽます

口]FPV■ニタ

Й カメラ (上側)

ビ材 麺画 (下側)

141  13シャットタウンモード (前方)

ホームポイント (後方)

ジン●レ操作

高度保持 (前方)

位置保持 (中→
10C‐ ド (後方)

6124G無 線アンテナ

m FW■ニタホルダー

ロ1モニタ電源/FP/1_号インターフ■イス

19バッテリーカ′←

111l  llo15 86 FⅣ 7ンテナ

岡 問穂rhЮ
リモコン0■ (左側)

FⅣとリモコンOn(右側)

い01  :`匈 通気■

1`41  1`切 FP′ FMポタン

い1

PI

Юl

Ю〕

[51  14

15

岡

回

(図 3)

(図 41



リモコン操作 (アメリカンモード)

リモ]ン 機 体 高度保持/位置保持/10Cモード

― ■
1 左のカ イスシックを上に押す

機体を上昇させま,
左のジ]イ スティックを下に引くと

機体を降下させま,

(赤い矢印で示す)と

(青い矢輌 示す)と

‐一ど　と
与 ξ C

“

p
シ

1 
左のジ]イ スティックを左に押す (赤い矢印で示す)

機体を反時計回りに回囁させま,
左のジ]イ スティックを右に押すと (青い矢印で示す)

機体を時計回りに回転させま,
機体の最大回囁速軸 200度/秒

リモ]ン スイッチの位置 フライトモード

右のジ]イ スティックを押し上1お (赤い矢印で示す)と

機体を頂けて前方へ飛びます
右のジ]イ スティックを下に引く (青い矢印で示す)と

機体を頂けて後方へ飛びます

ジョイスティックを左へ押す (赤い矢印で示す)と

機体を頂けて左へ飛びま,
ジョイスティックを右へ押すと (青い矢印で示す)と

機体を頂けて右へ飛びま,
機体の最大傾斜局は30度で,

ホ払 位置モード

スイッチを後ろ側にすると (左の図のように)機体は
ホ払 位置モードになり離陸地点へ戻りま,

高度保持モード

スイッチを前側にすると (左の図のように)機体は高度保持
モードになり現在の高度をは 飛行しま,

●|

ヾ

を13
月J

中央

後

―○

位置保持モード

モ1:li;鵠:』:艘:lI)機
付ま帽謄

――」
|OCモード                              |
スイッチを後ろ側にすると (左の図のように)機体まOCモード

|一６ になり機首がどここ向いている力ヽ[門わらま ビッチ動作
上昇/下降 回転 頂斜などリモ]ンの操作に対応しま,
即ち 操縦者は自由に操■できます

前 L

T「2
|

リモートコントローラとリア,レタイムFPVの諸元

合計重量

チヤンネル欺

02,,

10

2 4GH`

6 6GHz

2200mAH

バッテリー電圧 11 lV

RC通信範囲 約 l km

FPヽ″司波数 FPV通信範囲 約 l km

リンク手 ll:リ モ]ンと機体の電源毅 入し リモ]ン背面の「FPV FMJボタンを押すとインジケータが点滅し 自動リンクが開始した

事を示しま,インジケータが緑色の点灯に変わると リンクが確立されま,2機以上のクワッド]ブターが同時に作動している時に
周波数ポイントが競合した場合 リンクを再度確立させる事をお勧めしま,機体の「リンクJボタン (図 2参照)を押して 他の

チヤンネルに変更してくださ帆 リモ]ン背面の「FⅣ FMJボタンを押し続けて 機体から現在の画像がFPV画面に映し出されたら
リンクが正常に確立されたことを示しま,

FPV画 面

UP AIR ttNEリ モ]オ ま58GFⅣ受信畿が内蔵されていま,これは 機体の58GH養信機に対応して動作し リアルタイム

画橡をカメラからFPV画面にl●すことができま,

OSDイ ンターフエイス

口機首方向

Pホ払距離

団 総巡行距離

い 飛行高度

到フライトモード

Ю 時間

F高度

い 電圧

円 飛行速度

口q衛星欺

|¬ ホ払方向

12:機体の姿勢線

注意 :機体 リモ]ンとFⅣのスイッチをONした時に 飛行高度の自己検査

“

ス

“

DSD画面に表示され 「飛行高度Jが

上昇し 一定の値まで下降しま,安定した飛行を確保するために その後に 機体のロックを解除する事をお勧めしま,
(12ページを参照)

操作説明

撮影 :鴨影Jボタンが押されると FⅣ画面に小アイ]ン (図 6)が表示され カメラが撮影モードになった事を示しま,
ビデオ¬画 :「録画Jボタンが押されると FPAl画面に小アイ]ン (図 7)が表示され カメラが録画モードになった事を示しま,

6

バッテリー容量

(図 5)



ジン′0レ

UP AR ONEの珈 ジン′0レ は 鷲 」円インテリジ■ンけ(ッテリ 球連 動詢 カメラを懸架するために設計されていま魂

ジン●の角度はリモ]ンのダイ●レで飛行中に調敷 きま■

[句 防振装置

Plジン●に―ター

131ヵメラ

リモートコントローラーの充電

l RO(ッテリー格納Sの背面力′tセスライドさせて取り外しく図10)′

'テ

リーを取り出して下さい。

2 RO(ッ テリー (図 3)を充電器 〈図9)に接続してRCパッテリt充電しま,
3 充電詢 インジ

'つ
が赤色になると充電中であることを示しま魂 充電器のイン

'ヽ

―夕が縁色に変わるとバッテリーが満充電に

なった事を示します 充電器のインジアータ・Ftと緑で点滅LI場合は 充電器に電力が供給されてtヽて ′もテリ部 正しく接続さ
ていましt

4 満充電になったらRCパッテリーを充電器から外して′

'テ

リーをパッテリー格納邸に入れて下さい

―

―

脇
‥
ｌ
ｌ
、

(図 11)

ジン′0レの諸元

RCパッテリー

/

(図 8)

(図 71(図 61

RCパッテリー充電器

(図 91

角度制御精度 102・
動作電圧 ,1 lV

回颯範囲 しチ 
“

°‐90 最大制御速度 ビッチ '5・ ls

(図 101



カメラ

飛行用インテリジエントパッテリt搭載し UPttR ONEカメラは本体に写真撮影齢 ととビデオ動画麟 とを持ち リモ]ンの対応する

ボタンで操作でき カメラは単発撮影とHD 1080Pビ デオをサ■ 卜していま魂

インテリジェント′

'テ
リーの離

バッテリー場量つ確詐 ′

'テ

リ■ⅢDFFの 時に「電源スイッ4jボタンを短く1甲 L7ください。

インテリジエントパッテリ¬の電源を入れる:パッテリrOFFの時に「電源スイッ刊を短く押してから ボタン″秒以上押すと
バッテリーの電源が入ります

インテリジエントパッテリ¬の電源をt■る:パッテリrONの時に 瞳 源スイッチJを短く押してからポタンを2秒以■押すと
バッテリーの電源が切れます

インテリジェント′〈ツテリーの充電

充電プラグ (図 181をバッテリーの充電端子 (図 17)に接続してヽ い.

バッテリー電圧インジケウ が左から右に順に縁色に点減すると 充電中である事を示しま,
パッテリー電圧インジケウ がの点減が停止L7消蝉 ると パッテリ郭 完全に充電れ たことを示します

カメラの諸元

インテリジェント′0テリーの議

インテリジェント′

'テ
リー

UPttR ONEは URJ「認可の全容量541X mAhで電圧11■0インテリジエントリチウム電池により取齢されま,
それは UPa■認可充電器で充電する必要がありま,

口1充電端子

121バッテリーボックスクリップ

I匈 バッテリー電圧インジケウ

〔切電源スイッチ

パッテリー電圧インジケータの状態

Aイ ンテリジェントパツテリーの使用に関する注意事項 :

。開掴後は直ちにインテリジ■ントパッテリーとリモ]ンを充電して下さい。

充電は常にUPJ採認の充電髄 使用して下さい。

●現在のパッテリつ 充放電が① O回以上になったら 新しいものと交換して下さい

パッテリーを長期間保管する場合は 保管開始時に′

'テ

リー残量●150%以下になるように確認してください。

●充放勲 0回程度に1回は 完全に充電して放電させることをお勧めしま,
●パッテリーは耐火性の る場所硼 または保管L7下さい.

そうしないと パッテリ■

"國
無 火災 爆発 その他帳 傷を引き起こす可能性がありま,

●電解液が日に入った場合 直ちに目を洗い 医者に相談して下さい

。無責任にバッテリt処分しないでください.

電池観 全に放電させて絶縁してから 専用のあ 箱に入れて下さい。

4o

重量 7∞ カメラレンズ SONY[a" (2約4K)

寸 法 59x4121mm ビ材 /写真フォーマット ・MOV′・ JPG

バッテリー容量 9mm川 動作電圧 W

サt卜れ る馬状σ汗Fカード 32C
齢

`

写真/ビデオ麺画
充電時間 23h

(図 18)

バッテリー電圧 バッテリー電圧インジケウ 状態

'00%
● ● ● 0

75% ● ● ● O

50●
・

● ● O O

25% ● O O 0

バッテリー種別 リチウム電池 充電時間 1～ 15時間

容量

“

00mAh 充電時の環境温度 0・ C‐ 40°C

電圧 11 lV 放電時¨ 温度 20° C‐ m・C



フライトの前に

カ ペラの取り付け

, 黒ナットのカ ペラを軸に穴あ るモ́ ―に合わせ カ ペラを反時計回りに回して締め付けま, (図 19)

2灰色ナットのカ ペラを動に穴が無いモ́ ―に合わせ カ ペラを時計回りに回して締明寸けま, (図 201

(訳者注 :穴あリト ター動の頭をに油性の黒マジックで塗っておくと解りやすいで,)

インテリジェントパツテリーの取付と電源投入

1 バッテリーをパッテリー格納部|●甲し込みます (図 22)

防チッJと言ザするまで きちんとしか りと正しく入ヌ いる事を確認吹くださtヽ。

2 バッテリーがOF日の時 電潔 イッチを短く押してください (図 231.
ボタンを2秒以J甲し続けてバッテリーの電滋 入れて下さい.

3 バッテリーがONの 時 機体は自己検査カ セスを表示し「rrJ音が聞こえま,
このカ セス中には機体を絶対に動かさないて下さい。

0000

(図 23)

(図 191

リモコンとFPVモニタのスイツチを入れる

穴あリモーター 穴無しモーター(図 201

モーターの始動 (アメリカンモード)

=夕
t始動する:機おザ開かれた時 最初に飛行高度の自己鰤 セスを表示して下さい。

(訳者注 :「開かれた場所で飛行高度が表示されるのを待0と もヽう意味か?)

両方のジヨイスシ ックを内側の調  (図 25)ま たは外側の端  (図 24)に押して モ́ ―のロックを解除しま,
機体が始動したらジヨイスティックを放してください

Or

灰色ナットカ ペラ黒ナットカ ペラ

(図 22)

リモコンのスイッチON

リモコンのスイッチOFF FP′とリモコンのスイッチON

(図 21)
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飛行に関して

あなたま今すぐ八行を開始できま,安全な飛行を確保するために前述の指示に従ってください.

誤操作を最小限にするためにスロットルと方向のジヨイスティック[デッドスペースが作られてまま
スロットルアップ:10%スロットルダウン:10%左方向:5%右方向 15%.

▲  飛行前/飛行中の注意事項 :

。各フライトの前に リモ]ンとインテリジエントパッテリーが充分な電力を持っていること雄 記してください

プロペラ インテリジエントパッテリー カメラとMcЮ SDカードをしっかりと正しく取付て下さい

。飛行を開始する前に 機体の電源を入れる前にリモコンのスイッチを入れて下さい

着陸後 リモコンの電臓 切る前に 機体の電源をtlって下さい

o高層口,か ら離れた屋外で リモ]ンと通信基地局 WI日 高圧線め どとの干渉を避ける事を推受しま,

●機体をF_縦する時 群衆 高圧電線 樹木や水面などの障害物から働本を遠ざけて下さい.

・ 強風 大雪 雨 濃い霧だ の厳しい気象条件では八ぼさないでください
。関連する法律およあ/またま規則に基づき 制限区域またま八行禁止区域で飛ばさないでください

フェールセーフ機能

低電圧による自動復帰起動

飛行中に バッテリー電圧が106V以下になると「自動復帰J機能が起動して 機体が離陸地点へ戻る様に飛びま丸

フェールセーフ自動復帰

●飛行中に機然とリモ]ンの間の通信が途絶すると通信が失敗した3秒間機体はうろつきま,この3秒間の間に通信が
確立できない場合 機体は自動で帰還しま,

自動復帰の過程で 機体とリモ]ンの間で通信の再確立に成功した場合 リモコンからの]マンドを待ち F_縦者1調罐体の

制御を再開できま,

自動復帰の全過程で通信が再確立できない場合は 機体は着陸地点まで戻りま,
(リ モ]ンの電源がOFFの場合 初期値でフエルセーフの自動復帰が起動します)

自動復帰機能

。「自動復帰J機能が起動したとき現在の飛行高度が設定値よりも
`い

場合 機体は自動復帰高度に上昇しま,
そして 離陸地点まで戻って着陸しま,

。 現在の八行高度が設定値より高い場合は 機体は離陸地点へ直行して着陸しま,

10

スロットリレ

モーターの停lL(アメリカンモード)

下降中は全過程で 機体を安定させて下さい.地面に近づいたら着睦の前に数秒間浮遊させて 平らで滑らかなことを確認することを

お勧めしま,そしてゆっくりと着陸して下さい.ロック過程 (モーター停止)には数秒かかる事がありま丸

モーターを停止する:機体が開かれた時 (訳者注 :着唾 て安定した状態のことか?)左 のジヨイスティックをゆっくりと下端へ押し
10秒間持ってください ロック要求が実行されると 直ちにモーター油亭上しま,

方向
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(図 27)
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