
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 複数の 操作子からなる無線操縦用操作部と、
　 前記複数の 操作子の操作に応じたエンコード信号を供給する
エンコーダ、 無線操縦用送信装置において、
　音声信号を録音・編集・再生する音声録音・再生部と、
　前記 音声再生
スイッチとを 特徴とする音声録再機能付無線模型操縦用送信装置。
【請求項２】
　前記音声再生スイッチは、前記音声録音・再生部によって録音または編集された音声信
号を再生させること特徴とする請求項１に記載の音声録再機能付無線模型操縦用送信装置
。
【請求項３】
　前記音声録音・再生部は、音声録音手段、録音再生編集手段、音声再生手段、音声記憶
手段を備えていることを特徴とする請求項１、 に記載の音声録再機能付無線模型操
縦用送信装置。
【請求項４】
　前記音声録音・再生部によって録音又は編集された複数の音声信号を、前記 無線
操縦用の操作子毎に連動するように設定し、
　前記無線操縦用操作部の操作子を
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操作スティックと、 無線操縦用の
少なくとも、 無線操縦用の

および高周波増幅器とを備えた

無線操縦用の操作スティックと並行して操作可能な位置に配置されている
付加したことを

又は２

複数の

操作したときに、当該操作子に連動した前記音声信号



【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声情報の記憶及び再生機能を具備する音声録再機能付無線模型操縦用送信
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、飛行機やヘリコプタ、車、ボート等のラジコン（登録商標）と称される各種無線
操縦模型（以下、ラジコン模型と言う）は、模型及び送信装置の性能向上により、高度な
操縦が可能となってきている。また、個々の操縦者の操縦技術を競う競技会も盛んに開か
れている。この競技会は、地域大会から日本選手権、さらには世界選手権レベルまで、様
々な大会が開かれており、装置の高性能化に伴い、競技内容も高度なものとなり、そのた
め、競技会へ は、競技会での上位を目指すため、日々練習に励んでいる
。
【０００３】
　競技会での競技内容は、ラジコン模型の種類によって異なり、例えば飛行機やヘリコプ
タ等の航空模型の競技会では、定められた時間内に、複数の競技種目を演じ、各々の種目
の得点合計で順位が決められる。
　特に競技内容の高度化に伴い、飛行競技の場合は、十数種類の演技種目から構成され、
演技順、演技時間の管理が複雑化し、操縦者による管理は困難なものとなっている。その
ため、通常の競技会では、操縦者の他に助手を付けることが認められており、また、大き
な大会では必ず助手を付けることになっている。助手は、次の演技種目のコール、演技時
間の経過などを操縦者に告げる役割を担っている。
　助手の役割は、競技会の競技形式（プログラム競技 orフリースタイル競技）あるいは演
技対象となる機種の違い（飛行機 orヘリコプタ）により以下のように異なっている。
【０００４】
１．プログラム競技の場合
１－１　飛行機の場合
　助手は、操縦者が大会主催者側であらかじめ決められている演技プログラム（演技種目
の順番と演技時間）通りに演技ができるよう、逐次、操縦者に対して、次に行う演技種目
の内容（例えば「宙返り」「ツーロール」というように）や経過時間を知らせる。この助
手の告知により、操縦者は、無線模型操縦用送信装置（以下、操縦装置と言う）操縦に集
中して、円滑に誤り無く、演技を行うこととなる。
【０００５】
１－２　ヘリコプタの場合
　助手は、演技を審査する審査員や演技を見ている観客に対して、演技種目のアナウンス
（コール）を行う。なお、飛行機では、審査員や観客に対してアナウンスは行わないルー
ルになっている。
【０００６】
２．フリースタイル競技の場合
　フリースタイル競技での助手の役割は、飛行機、ヘリコプタと共通であり、助手は、操
縦者が操縦者自身で組み立てた演技プログラム通りに演技できるよう、操縦者に対して演
技種目の内容や経過時間を知らせると共に、演技中に流す音楽を演技開始のタイミングに
合わせて再生する。
　演技中に流す音楽を再生する際には、各自でＣＤプレーヤー等の音楽再生装置を準備し
ておき、演技の始まるタイミングに合わせて音楽を再生する場合や、事前に大会事務局に
ＣＤ等を渡しておき演技の始まるタイミングに合わせて合図を送り、音楽を再生してもら
う場合がある。
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を発生するように構成したことを特徴とする請求項１、２、又は３に記載の音声録再機能
付無線模型操縦用送信装置。

参加する出場者達



【０００７】
　上記したように、いずれの場合においても、

、操縦者の操縦装置の操作と、演奏開始のタイミングを合わせることや、競技内
容の告知 。
　なお、操縦装置に、スピーカーが組み込まれたものとして、 特許文献１、
２に記載されたようなものがある。
【０００８】
　特許文献１には、あるタイミングで操縦装置より音声が発するという発明であり、詳し
くは、遠隔操縦走行玩具が走行中、障害物に接触又は衝突したときに、遠隔操縦部（操縦
装置）よりクラッシュ音が発生し、且つ遠隔操縦部が振動するという発明である。
【０００９】
　特許文献２には、陸上競技、または水泳競技の選手の各種競技における記録を伸ばすた
め、選手の前に自走車を置き、操舵装置（操縦装置）を用い、無線によって走らせ、選手
の運動強化を考慮して、走行速度を調節し、その自走車に合わせ、選手が走るという発明
が記載されており、自走車の操縦者である指導者と、選手との連絡手段として、自走車及
び、自走車を操縦する操舵装置（操縦装置）にはマイクとスピーカーが具備されている。
【００１０】
【特許文献１】実開平６－３９０９７号公報
【特許文献２】特開平６－１２１４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　競技会に出場する操縦者は、競技会での上位を目指すため、日頃から、飛行練習を重ね
ている。だが、上記説明したように、競技会では、操縦者と助手がペアで競技を行うもの
である。そのため、練習を行う時にも助手を付き添わせて練習を行うこととなる。しかし
ながら、練習の都度、助手を付き添わせることは、練習の日程や費用等の問題で、困難で
あり、その結果、操縦者一人での飛行練習をせざるを得ず、競技会と同様な環境、つまり
助手と二人で演技を行う機会が少 なり、実践向きの練習が出来ないというのが現状であ
った。
　一人での飛行練習では、大会で行う演技種目を、演技順番通りに練習することがとても
難しく、また、大会での助手との意志の疎通も困難である。そのため、競技会時に、助手
が操縦者の演技開始のタイミングに合わせて、音楽を再生することに困難が伴い、音楽と
演技とのずれが頻繁に発生しやすかった。
【００１２】
　また、操縦者が使用する操縦装置には、複数の操作スイッチが設けられているため、操
縦者が操縦中に間違った操作スイッチを操作しても、間違った操作をしたことに直ぐに気
づくことは難しく、演技中に操作ミスが生じると、とても大きな操縦ミスを引き起こして
しまう危険性があり、競技の成績の低下につながっていた。
【００１３】
　そこで、本発明は、上記したような課題に鑑みてなされたものであり、助手を必要とす
るような飛行練習も一人で行うことができるようにするとともに、且つ、操作ミス等によ
る危険度を下げ、安全に飛行練習
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の音声録再機能付無線模型操縦用送信装置は、複数の操作子からなる無線操縦用
操作部と、前記操作子の操作に応じたエンコード信号を供給するエンコーダと

を備えた無線操縦用送信機において、
　音声信号を録音・編集・再生する音声録音・再生部と、

配置されていることを特徴とする。
　また、前記音声再生 、前記音声録音・再生部によって録音または編集された音
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操縦装置は、模型飛行体の操縦に専任して
いるので

等は、助手が行わなければならない状況にある
下記のような

く

が行えるようにすることを目的とするものである。

高周波増幅
器と

無線操縦用の操作部と並行して
操作可能な位置に音声再生用のスイッチが

操作部は



声信号を再生させること特徴とし、前記音声録音・再生部は、音声録音手段、録音再生編
集手段、音声再生手段、音声記憶手段を備えている。
　さらに、前記音声録音・再生部によって録音または編集された複数の音声信号を、前記
無線操縦用操作部の前記操作子毎に連動するように設定し、前記無線操縦用操作部の前記
操作子を操作することにより、

【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、助手を必要とすること無く、操縦者自ら設定した音声情報により、アラ
ーム、飛行指示等の操作割り当てが可能となり、自分のタイミングで音楽を流したり、そ
の音楽に合わせての飛行練習ができるようになる。
　また、間違った操作スイッチを操作した場合でも、即座に操作ミスをしたことに気づく
ことができ、大きな操縦ミスを起こすことを無くし、飛行練習の充実、安全性増大を実現
出来るとともに、競技成績の向上に繋がらせることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態として、図面に示す実施例に沿って説明する。
　図１は、本発明に 実施の形態の一例を示した送信装置の正面図である。
　送信装置本体１の正面右上部には、音声を再生させる音声再生スイッチ２が具備されて
いる。なお、この音声再生スイッチ２は、操縦者が操縦中に操作する必要があるため、

の操作と並行して操作できる位置に配設されていれば、例えば正面左上部
など、どの位置に具備されても良い。
【００１７】
　また、下部には、ラジコン送信装置の調整画面等を表示する表示部３が設けられており
、表示部３の正面両側には、録音又は編集を行うための、録音／編集操作部４ａ、４ｂが
具備されている。なお、表示部３は、液晶等の操作概要を表示できる部材により形成され
ている。また、録音／編集操作は、表示部３になされるガイダンス表示を参照して各種操
作を行うため、録音／編集操作部 は表示部３の周辺に配設されており、録音／
編集操作を行うことが可能ならば、どのような位置または形状に具備されても良い。そし
て、音声を録音及び出力するマイク及びスピーカー（図示しない）は、操縦者が操縦する
際、邪魔にならず、且つ出力される音声がはっきりと聞こえる位置に配設されているなら
ば、どの位置または形状に具備されても良く、更には、送信装置の側面にマイク端子やス
ピーカー端子を設け、そこへ別途用意したマイク及びスピーカーを接続して音声の録音・
再生を行うようにしても良い。
　

【００１８】
　図２に本発明のラジコン用送信装置のブロック図を示す。この図において、送信装置本
体１は、音声録音・再生部１０、操作部２０、Ａ／Ｄ変換器３０、エンコーダ４０、変調
器５０、高周波増幅器６０から構成される。
　音声録音・再生部１０は、音声の録音・編集・再生を行う部分であり、詳しくは後述す
る。
　操作スティック や各スイッチによる操作部２０に接続されたポテンショメータの電圧
（アナログ量）をＡ／Ｄ変換器３０によって、デジタルコードに量子化される。このデジ
タルコードをエンコーダ４０により、所定のフレーム周期で完結するシリアルに配列され
たパルス列に変換、例えば、ＰＰＭ（ Pulse Position Modulation）変換、あるいはＰＣ
Ｍ（ Pulse Code Modulation）変換を行う。
　上記にて変換されたパルス列は、変調器５０によりＡＭまたはＦＭ変調され、高周波増
幅器６０にて高周波増幅を行った後、アンテナ５から被操作体に対して送信する。
　なお、音声録音・再生部１０にて、送信装置の操作のタイミングで音声再生を設定して
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当該操作子に連動した前記編集された複数の音声信号を発
することも可能にした。

関連した部分の

操
作スティック６

４ａ、４ｂ

なお、送信アンテナ５が設けられているが、無線模型操縦用送信装置におけるその他の
操作子（スイッチ）の詳細な説明は省略する。

６



いる場合は、操作部２０を操作することにより音声録音・再生部１０に再生信号を送り、
音声録音・再生部１０が再生信号を受け取ることにより、音声を流し始める。
【００１９】
　図３に示すブロック図は、音声録音・再生部１０の構成を表している。
　音声録音・再生部１０は、ＭＩＣ（マイク）１１、ＭＩＣ増幅器１２、録音開始信号発
生部１３、音声録音回路１４、録音再生編集回路１５、音声記憶装置１６、再生開始信号
発生部１７、音声再生回路１８、スピーカー増幅器１９、 編集キー
２１から構成される。
　音声録音・再生部１０内部における実行時の動作について、図３に示すブロック図を用
い、モード別に説明する。
【００２０】
・録音モード時
　送信装置本体１に具備されている録音／編集操作部４ａ、４ｂを操作することにより、
録音開始信号発声部１３は、録音開始信号を出力する。この録音開始信号を音声録音回路
１４が確認すると、録音モードはＯＮとなり、ＭＩＣ（マイク）１１を使用しての音声録
音が可能となる。そこで、ＭＩＣ１１を用い、演技種目の名称、または飛行時に使用する
音楽等を録音する。
　ＭＩＣ１１より入力された音声は音声信号（アナログ信号）に変換される。このアナロ
グ信号に変換された音声は、ＭＩＣ増幅器１２に出力され、入力されたアナログ信号を増
幅する。この増幅されたアナログ電気信号は音声録音回路１４により、デジタル信号に変
換される。
　デジタル信号に変換された音声データは、録音再生編集回路１５により、音声記憶装置
１６へと記録される。なお、音声記憶装置１６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
メモリーカード等のデータ信号を書換記憶できる装置である。
【００２１】
・再生モード時
　送信装置本体１に具備されている音声再生スイッチ２を操作することにより、再生開始
信号発声部１７は再生開始信号を出力する。この再生開始信号を音声再生回路１８が確認
すると、再生モードはＯＮとなり、音声再生回路１８は、録音再生編集回路１５に対し再
生信号を送り、再生信号を受けた録音再生編集回路１５は、音声記憶装置１６に記憶され
ている音声データを読み出す。読み出された音声データはデジタル信号のため、音声再生
回路１８により、デジタル信号をアナログ信号に変換する。変換されたアナログ信号はス
ピーカー増幅器１９に送られ、アナログ信号を増幅し、 により、アナ
ログ信号を音声に変換し、音声を発する。
【００２２】
・編集モード時
　送信装置本体１に具備されている録音／編集操作部４ａ、４ｂを操作し、編集キー２１

入力することにより、編集モードをＯＮとする。編集信号を受けた録音再生編集回路
１５は、音声記憶装置１６に記録されている音声データの編集、例えば、音声データの頭
出し、ダビング、消去や、再生モード時における音声データの再生順序及び再生時間の設
定を行う。
　また、記憶させた音声信号を、送信装置本体に具備されている や各ス
イッチに関係付けて設定することもでき、例えば、Ａと言うスイッチを操作すると、スイ
ッチＡに対応した音声が流れる等、リアルタイムな操作情報を、音声信号を用いて操縦者
に知らせるという設定を行うことができる。
【００２３】
　これら３つのモードを使い分けることにより、例えば、操縦者の好きな音楽（曲）を録
音モードで録音、そして、操縦者の好きなタイミングで録音した音楽（曲）を再生モード
で再生し、その音楽（曲）に合わせながら飛行練習を行う。さらには、始めに規定の演技
種目名を録音し、演技時間を考慮しながら録音した種目名を割り当て、その発せられる種
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ＳＰ（スピーカー）、

ＳＰ（スピーカー）

から

操作スティック６



目名に合わせ、種目順に飛行練習を行うことができる。これら、音楽の再生、演技種目名
の再生を同時に行うことにより、より本番に近い練習を行うことが可能となる。
　また、一定時間経過すると、自動的に音楽（曲）が流れてくるように設定することも可
能である。
【００２４】
　さらに、誤動作を知らせる音声ガイダンスを録音し、操作部にある各操作子に設定する
ことにより、練習中または競技中に誤動作を起こしたときも、音声により、リアルタイム
に操作ミスを知ることができ、安全に飛行を行えるようになる。
【００２５】
　以上により、本発明は、助手を必要とせず、一人で飛行練習を行うことが可能となる。
　また、誤動作等のミスによる危険性を抑えることにより、より安全に飛行練習を行える
ようになり、競技会での成績向上にも繋がるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態である送信装置を示す正面図である。
【図２】送信装置の概要を示すブロック図である。
【図３】音声録音・再生部の概要を示すブロック図である。
【００２７】
１　送信装置本体、２　音声再生スイッチ、３　表示部、４　録音／編集操作部、５　ア
ンテナ、 １０　音声録音・再生部
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６　操作スティック、



【 図 ３ 】
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