セットの内容
GT5.2

1-3 ケーブル

品番8089

説明書

スポンジパッド

３軸フライバーレスシステム
取扱説明書

注意： このスポンジパッドはかなり硬めですがほとんどのヘリコプターに適しています。
振動が激しいエンジンヘリコプターの場合は柔らかめのスポンジをおすすめします。
しかし、柔らか過ぎのスポンジはＧＴ５.２の誤動作の原因になることがありますので
気をつけてください。

サーボケーブルの接続順序

はじめに/安全

8
7
6
5
4
3
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ＧＴ５.２はフライバーレスローターヘッド用として設計された高性能３軸ジャ
イロです。フライバー付ヘリコプターと組合わせて初心者のための自動水平
練習システムではありません。もしヘリコプター飛行に未経験の方は販売店
もしくは地方の飛行クラブの助言を受けてください。
ＧＴ５.２は一般に市販されている多くの受信機に使用することができます。
従来からの一般受信機との組み合わせ以外に、シングルワイヤの受信機や
スペクトラム リモートサテライトを直接接続して使用することができます。
リモートサテライトとこの機器を接続して使用する場合、スペクラム社も
私共もすべての範囲の送信と機能について保証するものではないというこ
とにご留意ください。この方式の応用はスペクトラムＲＣ社が意図したも
のではありません。また市場には様々の電子機器メーカーがありますから、
ＧＴ５.２が直接誤作動したことが検出されない限り、サンダータイガー社と
しては装置の故障や必然的な破損に対しての保証は致しかねます。私共は
タービン動力のヘリコプターとＧＴ５.２の組み合わせによるテストは行って
おりませので、そのような模型にＧＴ５.２を使用することに許可しておりま
せん。使用される場合は、使用者の裁量と責任のもとで行ってください。
このＧＴ５.２は玩具でなく、ＲＣヘリコプターに使用するために製造された
ものであることにご留意ください。ヘリコプターの飛行は、いつも特別に
認められた場所で、ご自身または他人の財産に危害を与えることがないよ
う安全のための警戒心を持って実行されなければなりません。
上に記述した理由により、製造者、サンダータイガー ヨーロッパおよび販
売者はいかなるこの製品の使用に対し何の補償責任も持ちません。

●

●
●
●

＋（プラス）
-（マイナス）
2.4GHz スペクトラムサテライト受信
機用のコネクターソケット
注意： １または２個のサテライトが
使用できます。２個の場合は必ず同
じものを使用してください。

受信機/サテライトの接続
スペクトラムのサテライト受信機は直接ＧＴ５.２に接続できます。ＧＴ５.２
が受信機として働くのでサーボを直接接続できます。双葉のＳ‑Ｂｕｓ、
Graupner SUMD、BEAST SRXLまたはPPMシングルワイヤのようなシング
ルワイヤ接続の受信機にもＧＴ５.２は使用できます。この場合は受信機から
のワイヤをimp1端子またはimp2端子（PPMシングルワイヤの場合）接続し
ます。これらの技術は日々進化しますのですべて互換性があるということ
は保証できませんので、操作は使用者の責任において行ってください。

長

サーボの破損を防止するために、初期設定が終わるまではサーボとサーボ
のリンケージは接続しないでください。電子スピードコントローラーのBEC
をシステムの動力に使用する場合は、不意にモーター回り始めたりしない
か確認してください。受信機の設定とＧＴ５.２のスロットル出力のゲインコ
ントロールの設定が完全に終わるまでは、不正な信号出力によりコントロ
ーラーが正常に働かないことを防止するため、スピードコントローラーは
接続しないで、設定には別に単独バッテリーの使用を推奨します。

極めて正確な３軸の安定性増大システムです。
アイコン主体のメニューを持ったＯＬＥＤディスプレイがついています。
特別な設定用具なしでタッチパッドにより諸設定が簡単にできます。
普通のＰＰＭ受信機、スペクトラム DSM2/DSMXおよびＪＲのサテライト
受信機、双葉のＳ‑バス受信機、Graupner SUMD、BEAST SRXL、PPMシ
ングルワイヤ接続受信に対応。
コネクターは双葉とＪＲのサーボコネクターとコンパチです。
コンパクトで軽量。
すぐれた熱拡散を持った高品質アルミ合金ケースを使用。

仕

スペクトラム/ＪＲのサテライト受信機または双葉Ｓ-Ｂus
５チャンネル目の出力
例：エンジンヘリのガバーナー
Ｓ‑Ｂｕｓ
受信機
サテライト
受信機

dsm dsm

様
表示ディスプレイ

96 x 64 ピクセル OLED

設定入力

タッチパッド

ＣＰＵ

32-bit 高速プロセッサー
MEMS ±500°/sec X-Y-Z 軸共
1500us/970us/760us
65Hz - 571Hz
50Hz - 250Hz

センサー速度
テールコントロールパルス
テールコントロール周波数
スワッシュコントロール周波数

ＥＳＣ/ＢＥＣ

!

スワッシュプレートタイプ
寸法 （長さ×幅×高さ）
重 量

29.5x32x16mm
15g(配線を除く)

動作電圧

4.8V～8.4V

注意： ７番目のコネクター（term）はパルス入出力
の３ピンのコネクターです。 標準の受信機の場合、
1-3 ケーブルを使ってください。
注意： 絶対に電源が入ったプラグをこの（term）
ポートに差し込まないようにしてください。

SERVO

●

信号線

SERVO

●

標準の受信機/第5チャンネル出力
標準の受信機
S.bus または標準の受信機
エルロン 右
エレベーター
エルロン 左
テール（ラダー）
スロットルまたはスピードコントローラー

SERVO

●

-

SERVO

特

imp2 - - term - - imp1 - - ail-r - - ele - - - ail-l - - tail - - throt - - -

1

サーボを破損させないために、ステップ５と６の設定が終了するまではサ
ーボは接続しないでください。設定を始めるには4.8Vの受信機用バッテリ
ーをＧＴ５.２のthrotソケット(Ch1)に接続してください。電動ヘリの場
合はESC/BECの設定が正常に行われていることを確認した上でＧＴ５.２に
接続してください。

搭載

SERVO

標準の受信機

GT5.2はヘリコプターの上部また

は下部の平らな面またはサイドフ
レームの平らな面に好みに応じ搭
載できます。
一つ重要なことは、コネクターピ
ンとケーブルを飛行方向と平行に
合わすことです。コネクターが飛
行方向の横にならないことです。
付け加えればケースの各縁の線
はヘリコプターの３つの軸と平行
になることです。

（エンジン用）
スロットル

ESC

エルロン
白

ラダー

赤
黒

受信機

ジャイロゲイン
ピッチ

SERVO

SERVO

エレベーター

SERVO

SERVO

imp2
term
imp1

最初の設定
この段階ではすべてのサーボコネクターの接続を外されることを推奨します。
受信機と電源だけを接続します。パワーユニットとしてESCのBECを使用している
場合はモーターが不用意に起動しないようモーターの接続も外されることを推
奨します。

1 GT5.2の起動

バッテリーに接続できる

起動したら最初に受信機の検出スキャンが見られます。
もしGT5.2が受信機を検出できなかったり"not equal"と
表示されてもここでは気にしなくてかまいません。最初に正
しい受信機のタイプをプログラムすることが必要です。
次にジャイロの初期設定が始まります。 この間、GT5.2が
ジャイロのゼロ位置のキャリブレーションを始めますので、
絶対に装置を動かさないでください。（ヘリコプターを地上
に置いた場合水平である必要はありませんが、絶対に動か
さないでください。）
センサーのカーソルがディスプレイの左側に現れます。
GT5.2の指先を左側面のタッチパッドに触れカーソルを上
または下に動かしてみてください。

外部バッテリー/ＢＥＣ
GT5.2を電動ヘリコプターに使用する
場合スピードコントローラーにBECが
ESC
内装されているので外部バッテリーは
BATTERY
不要です。
フライバーレスヘリコプターの場合、サーボの最高消費電流が非常に大きいので
特別注意が必要です。BECによっては、ハードな飛行中に目立って電圧降下が起
きることあり、これが装置の不具合の原因となり結果としてヘリコプターのクラ
ッシュにつながることもあります。もしBECが許容するなら同じ電圧の電池を緩
衝として使うことです。BECの能力についてはESCメーカーの取扱説明書を参照
するかメーカーにお尋ねください。もしこのようなことが心配ならばより安全の
ためには、常に外部電源を使用されることをおすすめします。

次にGT5.2のスクリーンは上のようになります。装置に入力するには、ジャイロケー
スの左側面がタッチパッドになっているので上のように指先を触れて行います。

送信機の設定

2

スワッシュプレートのミキシングはGT5.2で行います。送信機ではスワッシュプレート
のタイプを機械式または１サーボに１機能割り当てにするを選んでください。送信機上
で120°または140°のようなスワッシュプレートタイプは選ばないでください。またす
べてのサーボの動作量(ATV)は-100から+100（送信機の初期設定）に設定しなけれ
ばなりません。またすべてのサーボの中心とトリムは0にセットしてください。初期設定
のピッチカーブも-100から+100に設定します。ピッチカーブはGT5.2の設定が終了
した後に、好みのカーブに送信機で設定できます。
標準の受信機をGT5.2と組み合わせて使用する場合は、4つのコントロール機能 の
他にスロットルチャンネルとテールジャイロゲインをコントロールする第６チャンネル
が必要です。
スペクトラム リモートサテライトあるいはシングルワイヤ接続の受信機とGT5.2と組
み合わせジャイロゲインとスワッシュゲインの調整が可能です。これらは二つの別々の
チャンネルまたは共通で一つのチャンネルを使うかゲインコントロールを全く使わな
い選択もできます。
シングルワイヤ接続ではスロットルの信号はGT5.2の中を通過するだけなので直接
受信機に接続するものと同じと考えられます。したがってスロットルカーブは送信機で
好みのカーブに調整できます。

左側面に指先を当てると小さなカーソルが現れますから指で
カーソル上に動かし右図のようにACE-RCのロゴの位置に
３秒間保持するとGT5.2のプログラムメニューに入ります。
メニューの選択、または選択したメニューの値を設定するには
タッチパッドを指先でトントンと２回タップします。指先をタッチパッド上で上方向
または下方向へ動かしメニューの中で値を増減します。
プログラムメニューはコントロール（control）とセットアップ（setup）の二つの区
分に分けられています。これらの二つの区分は画面の一番左側に黒と青の線で示
されます。プログラムメニューに入るにはコントロール(control)の中のPID（図案
化されたマイク)コンロールメニューに入ります。このPIDメニューは後でしばしば
使用することがあります。
初期設定は画面の下から上に横切るセットアップ(setup）セクションを使います。
まずスパナのマークを四つの点で示された枠に合わせ、タッチパッドを２回タップ
します。

ディスプレイ
1

3
ピッチ

4

全般的な設定

スパナのマークメニューは全般的な設定メニューです。
このメニューは「デバイス（機器）設定」、「サーボ設定」と「センサー設定」に分け
られています。デバイス設定に入るには、下の絵をダブルタップすると最初のメ
ニューが出ます。

エルロン
エレベーター
ラダー

5
2

プログラムメニューに入る

デバイス設定メニューの最初はジャイロ装置の取付方向です。
先に説明しましたようにジャイロは水平または垂直方向に取付
できます。ここでどちらの方向に取り付けるか設定します。
ここでダブルタッチして取付方向を選びます。変わった画面中
央に現在の取付方向が表示されます。指を上下に動かし横ま
たは縦方向の絵に合わせダブルタップします。選択できればこ
の設定が保存されます。
その他の項目について、不要であればスキップし"Exit"をダブ
ルタップすればひとつ前の全般的な設定に戻ります。
ここで設定するものがなければ更に Exit"を選びダブルタッ
プして全般的な設定のメニューを終わります。

3

１）3本の太い線はセンサーの動きを表します。エルロン ‑ エレベーター ‑ ラダー
２）GT5.2は最初に受信機をスキャンし受信機のタイプを表示します。もしーーが
表示される場合は、受信機が接続されていないか、受信機のタイプが間違って
いることを表します。
３）電圧の表示です。上の値： 実際の電圧
下の値： 飛行中の最低電圧
４）数字は各機能のチャンネル情報です。送信機のスティックを中心にした時この
数字は0でなければなりません。
５）２つの数字はスワッシュとテールのジャイロゲインを％で表します。これらの
数値は50未満もしくは150を超えない値にならないようにしてください。

2

次のメニューは受信機メニューで受信機の設定を行います。次に受信機の絵に
合わせダブルタップします。

4

- チャンネル セレクション
"CH Sel"を選んだら送信機のチャンネル機能を一つづつ
GT5.2に割り当ててゆきます。正しく割り当てをするには、それ
ぞれのスティック機能が一つのチャンネルを正確にコントロー
ルするようにしなければなりません。そうしないと正しく検出が
なされません。
スロットルスティックに限っては、まず送信機のオートローテ
ーションスイッチまたは同等のスイッチを使ってスロットルの
出力をロックしてから、コレクティブピッチ機能の割り当てをし
なければなりません。"CH Sel"を選んだら、ジャイロのディス
プレイの中ほどに線がが見えます。そして下の方に"Pitch"が
読めます。ここでスロットルスティックを上下一杯に動かして
元の位置に戻します。ディスプレイの中の短い線が上下に動き
元の位置に戻ります。中央に戻ったらピッチ機能は割り当てら
れます。次にエルロンをやります。エルロンスティックを左右
一杯に動かしもとに戻しエルロンの割り当てができます。次は
エレベーターとラダーも同様にします。スロットル機能を割り
当てるには、スロットルのオートローテーションスイッチを解除
しスロットルコントロールができるようにします。ここでスロッ
トル機能を割り当てますが、この操作が先に割り当てたピッチ
機能に影響をあたえることはありません。

受信機メニュー
a)受信機タイプ
受信機の絵を直接選択します。自動的に現在接続されている
受信機をスキャンして受信機のタイプを検出します。タッチパ
ッドをダブルタップしてください。
受信機のタイプは次のようなものです。
（1)標準の受信機-５チャンネルの受信機でソケットimp1、
termとimp2にケーブルが接続されています。
（2）と（3）-スペクトラム DMS リモートサテライト受信機で、
GT5.2ジャイロ側面の白いソケットに接続されています。
このタイプの使用には注意が必要です。もしDSMXを使用
される場合はDSMXサテライト（エクストラアンテナ）を接
続してください。
もしDSM2を使用する場合はDSM2のサテライトを接続し
ます。
接続されているサテライトのモードには依存しません。した
がってDSM2モードでDSMXサテライトを使用する場合は
DSMXサテライトを選んでください。異なったタイプのサテ
ライトは絶対に使わないでください。もしこの指示に従わな
いと操作中にリンク切れになる恐れがあります。

- 最後にスワッシュゲイン（"G SW"）とテールジャイロゲイン

（"G TL"）の二つのゲインコントロールチャンネルの割り当て
をしなければなりません。ここにいくつかのオプションがありま
す。
- この二つのチャンネルを個々に送信機側で割り当てることが

(4)フタバのＳバス接続は imp1ポートに接続されています。
（Ｓバス１がサポートされています。）

SUMD

できます。例えば異なったスイッチまたはジャイロメニューを
使ってこれらのチャンネルを調整します。

（5）グラウプナー HOTT SUMデジタル１ワイヤ imp1に接続。
SUMOモードを使用するときはSPPMシグナル（7）を選び
imp2に接続。

- 二つの機能を一つのチャンネルに割り当てることもできます。

そうすればすべてを一つのゲインコントロールで行います。
- 一つまたは二つのゲイン機能をスキップして省略することもで

（6）BEASTXまたはSRXLデータ出力のMultiplex受信機は
SRXLデジタルワンワイヤ接続が imp1に接続されている。

きます。そうするにはGT5.1のタッチパネルをダブルタップす
るだけです。するとゲイン機能は100%に固定され、送信機から
は操作することはできません。

（7）SPPM-ワンワイヤ接続でチェーン接続されたPPMサーボ
信号が送られる。プロトコルはGraupner HOTT SUMO
モードまたはJETI受信機。 これらの受信機はimp2に接
続しなければならない。

- もしスワッシュゲインの割当をスキップしにAUXチャンネルを

imp2ソケットに接続して調整することもできます。
この機能を使用したくなかったらダブルタップしてこの割当か
ら抜けてください。

b)スペクトラム バインディング
スペクトラムサテライト受信機を使用する場合は最初に受信
機のバインディングをしなければなりません。"Bind"のメニュ
ーを選択します。サテライトのLEDが点滅ををはじめます。ここ
で送信機のバインディング操作をはじめることができます。バ
インディングが完了すると送信機のスイッチを入れたらLED
が連続点灯します。
もしうまくいかなかったら上の操作をやり直してください。

d)フェイルセーフ
受信機のタイプとコントロール機能の設定が完了したら
"Receiver"メニューの中の"Failsafe"を選び、数値を５まで
増加します。
フェイルセーフは受信機が送信機の電波を受信できなくなった
時に使います。保安上の理由によりこの機能を正しく設定する
ことが重要です。特に不意にモーターが回り始めたりスロット
ルサーボがブロックされたりしないよう適切にセットすること
です。
スペクトラム リモート受信機（エクストラアンテナ）をGT5.1
に直接つないで使用する場合、送受信機のリンクが切れた時
に対処する状況をフェイルセーフが決定します。（この時間は0
より大きいということです。もし時間が0に設定されていたら信
号が切れたとの状態のスティック位置が保持されます。）
まずスティックを希望するフェイルセーフ位置に動かします。
（特にスロットルは最低位置に）。次にタッチパッドをダブルタ
ップします。
ディスプレイは No Exit"と表示されています。上にスクロー
ルして"Yes"と表示させ位置を確認してタッチパッドをダブル
タップしてください。これでフェイルセーフは適切に設定されま
したから、"Receiver"メニューの"Exit"で終了します。
次に Setup"セクションの中の"Swash Plate"メニューに進
みます。

c)機能の割り当て
受信機のサブメニューの中から二つオプションを選択します。
まずデフォルト機能割り当ての"Def"から始めます。このシステ
ムが動作に入るためには何もする必要がありません。一つのア
イテムをスクロールし "CH Sel"を選んだら送信機に個々の機
能を割り当てます。

- デフォルト（初期設定）の割り当て
スペクトラム

フタバ SBus

スロットル

エルロン

エルロン

エレベーター

エレベーター

スロットル

ラダー

ラダー

スワッシュゲイン

スワッシュゲイン

コレクティブピッチ

コレクティブピッチ

テールジャイロゲイン

テールジャイロゲイン

HOTT

SRXL

SPPM

3
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スワッシュプレート設定メニュー

d)バーチャルローテーション
もしヘリコプターがマルチブレードローターヘッドを採用して
いる場合は、電子スワッシュプレートフェーシングが必要です
が、ここでバーチャルローテーションの設定ができます。
ここではサーボの動作方向とワッシュプレートが幾何学的に正
しくセットされていて、スワッシュプレートは指令に忠実に反応
する場合だけこの設定を行います。
正しい値を見つけるには、一つのブレードがテールブームと平
行になるようにローターヘッドの位置を決めます。 エレベータ
ー機能だけをコントロールしたらブレードは動作しないはずで
す。しかし、もしエルロンスティックを動かしたらブレードは右
に傾くようさせられます。バーチャルローテーションをこのよう
になるまで調整します。再検討のためローターブレードがテー
ルブームに対し直角になるようにしてください。ここでエルロン
スティックを動かしてもブレードは動かないはずですが、エレ
ベータースティックを動かすとブレードは前後に回転するはず
です。

a)周波数の更新
サーボメーカーの仕様書を参照しスワッシュプレートサーボの
周波数（ヘルツ）更新を選択します。アナログサーボを使用さ
れる場合は65Hz以上には設定しないでください。（いくらかの
古いタイプのサーボは50Hzでしか正しく動作しません。）アナ
ログサーボを高い周波数に設定すると内部の電子部品破壊に
つながります。
最新のデジタルサーボはほとんどの場合約120Hzで使用でき
ます。ブラシレスまたはブラシモーターを使用した高級デジタ
ルサーボはより高い周波数で使用できます。高すぎた周波数
設定はサーボまたは電子部品が異常に発熱しサーボ破壊につ
ながります。サーボメーカーから提供されている仕様は最良値
が使われていることに留意してください。
使用環境の温度、振動の大きさ、供給電圧などにより実際には
サーボはもっと低い周波数で動作させなければならないこと
もあります。もし気になる場合はサーボ周波数は常に低めの周
波数に更新してください。
低めの更新周波数では、コントロールシステムの性能が低下し
動作が遅くなりますが、それだけサーボにかかるストレスは少
なくなります。
推奨値を50Hz以上超えた設定をされる場合はすべて自己責
任で行っていただくようお願い致します。

この機能を有効にする時はローターヘッドのブレードピッチ角
が0°になるようにしなければなりません。ピッチスティックは
固定しておきます。測定手順のために送信機のスティック出力
が正しく100%にセットされているか確認してください。
（デュアルレート、送信機のサーボ舵角、およびGT5.2の飛行
モード画面上でスティックの出力もチェックします。）
エルロンとエレベーターについて100%のスティック動作にお
けるローターのピッチ範囲を測定します。100%のスティック
操作に対しエルロンおよびエレベーターのピッチ角が 8°にな
っているか測定します。ローターブレードがこの角度になるよう
調整します。
エルロン機能の角度を測定する場合はローターブレードはテ
ールブームと一直線上になるようにします。エレベーター機能
の角度を測定する場合はローターブレードがテールブームに
対し直角になっていなければなりません。ほとんどのヘリコプ
ターは地上でわずか前傾姿勢になっているので地面に対し0°
のピッチ角には合わさないようにしてください。
ブレード角はエルロンまたはエレベーターの一つの軸に対して
測定すれば十分です。二つの機能または一つの機能、例えばエ
ルロンの右と左などで通常ピッチ角にはわずかな（0.１°以上）
の違いはあるものです。これはローターコントロールやサーボ
の動作に起因するもので問題にする必要はありません。
サイクリックピッチ（エルロン、エレベーター）に対し平均的に
8°あれば十分です。

注意：

GT5.2では詳細なすべての周波数の数値について
表示していません。数値を上下にスクロールすると自
動的に次の設定できる数値にジャンプします。したが
って表示された数値に近いものを選択してください。

b)サーボのサブトリム
次の三つのステップはエルロン(左)、エレベーター、エルロン(
右)に接続されているサーボのトリムに関することです。
各サーボホーンはサーボに対し直角に、スワッシュプレートは
水平にローターブレードはピッチが 0°になるよう調整します。
（0）

デフォルト値

（0）
（0）

c)スワッシュタイプ/サーボの調整
正しいスワッシュプレートタイプを選択します。機械的なミキシ
ングの場合は mCCPM(4)を選択します。この場合スワッシュ
角度は無関係です。

デフォルト値

デフォルト値

（120）スワッシュタイプ

このオプション（選択）は二つに分かれています。
適切なスワッシュタイプを選択したら、サーボの動作方向の調
整について4つのオプションがあります。ピッチスティックを上
下に動かし、もしスワッシュプレートが同じく上下方向に動くか、
またはサーボが逆方向に動かないかチェックしてください。逆
方向の場合は次のオプションをスクロールし、同じように試し
てください。正しいサーボ動作方向になるまでこれを繰り返し
続けます。

デフォルト値

（0）

e)サーボの舵角

（166）

デフォルト値

!

デフォルト値

（150）

f)ピッチ角（Ａ と Ｂ）
ここでコレクティブピッチの両方向について最大角を設定でき
ます。
ここでの調整は、まず送信機のピッチカーブは-100から
＋100まで直線に設定しておかなければなりません。
更に付け加えればピッチ角の調整はサーボの舵角の調整が完
了した後でなければなりません。言い換えれば後でサーボの舵
角を変えるとピッチ角に影響することになるからです。
ここで設定するのは最大と最小のピッチ角だけです。
ピッチ角の最大最小を設定できたら、送信機側で飛行形態に
応じた好みのピッチカーブに設定してください。

４

次にサイクリック（エルロン、エレベーター）の入力をチェック
します。もし入力に対しサーボが逆方向に動く場合は上の操作
でサーボの動作方向を変えてはいけません。入力に対するエル
ロンまたはエレベーターの動作方向を変えるには送信機のリ
バース機能を使って対応するチャンネルのサーボを逆転してく
ださい。
もしピッチ動作が逆の場合は送信機でピッチのリバースを行
ってください。
動作方向の設定ができたらダブルタップで次のステップに進
みます。

デフォルト値

（60）
（60）

4

g)サイクリック リミット（サーボの最大動作角）

b)周波数の更新

スロットルスティックを上下最大に、同時にエルロンとエレベ
ータースティックも左右最大に動かしてみてください。（サーボ
が突っ張らないか注意してください。） スティックの最大動作
位置のどの方向でもサーボが突っ張らないようサイクリック
リミットを増したり減らしたりしてください。 これは飛行中サー
ボがブロックされるのを防止するためものでシステムで可能
な最大操作を保証することになります。
突っ張る一つを調整すると他にも影響しますが気にすることは
ありません。このサイクリック限界は最初にサーボが突っ張る
位置が基準になっています。不用意にこの限界を変えないでく
ださい。常に最大舵角が得られるようにしてください。
このサイクリック リミットは飛行の回転特性には何も影響を
与えません。もしスティック操作に対しヘリコプターが強く反応
しないと感じるときは、 "control" セクションの "Stick" メニ
ューの設定を使って調整してください。

サーボメーカーの仕様に従ってスワッシュプレートサーボの周
波数更新を選択します。アナログサーボの場合は65Hz以上の
設定はしないでください。アナログサーボに高い周波数を設定
をするとサーボ内部の電子部品を破壊します。最新のデジタル
サーボはほとんど120Hzで使用することができます。ブラシレ
スモーターまたはブラシモーターを使用した高品質デジタル
サーボはより高い周波数が使えるものがあります。注意するこ
とは、高すぎる周波数設定をするとモーターや内部の電子部
品が高熱になり、結果サーボ破壊につながることです。
もう一つ注意することはサーボメーカー発表の数値は最良の
状態のものであることです。温度や振動の大きさや電圧のよう
な使用環境によりサーボはより低い周波数でしか使用できな
いことがあります。低い目の更新周波数はシステムが遅く働く
のでコントロールシステムの性能はさがりますが、サーボの負
担は少なくなります。

デフォルト値

（20）

デフォルト値

h)センサーの動作方向

!

スワッシュプレートメニューの最後の二つはセンサーの動作方
向の調整です。
エレベーター センサー - エレベーター軸上でヘリコプターを
傾けそれに対するスワッシュプレートの動きを観察します。
ヘリコプターの動きと反対方向に動くはずです。ヘリコプター
の機首を地面に向けるとエレベーターを引いた時と同じようス
ワッシュプレートは後に傾きます。同様ヘリコプターを後に傾
けるとスワッシュプレートは前に傾きます。

デフォルト値

ヘリコプターメーカーの指示に従ってテールリンケージを調整
します。サーボが中立の時、プッシュロッドはサーボホーンに対
し直角になるよう、テールローターはトルクに対応するようわ
ずか推力を発生するようにテールローター角度を調整します。
サブトリムの調整に入った時、サーボはスティックの動きまた
はジャイロの指令に反応しないでトリムされた中央位置にとど
まったままになります。

デフォルト値

（0）

d)サーボリミット Ａ と Ｂ
次の二つのステップはサーボリミットの調整に関するものです。
ラダースティックを右または左に動かしてラダーサーボの最大
動作可能範囲をリミット Ａ またはリミット Ｂ で調整します。
ほとんどのヘリコプターの場合、最大動作範囲はテールピッチ
スライダーによって決まります。ヘリコプターによってはテール
ローターが非常に大きな角度動くものがあります。動作範囲は
大きすぎる設定をしてはいけませんが、必要十分な範囲でなけ
ればなりません。
極端に大きなテールローターのピッチ角をとればある演技操
作によってはローターが失速し、性能が低下したり操縦不能に
陥ることがあります。

（reverse）

スワッシュプレートの設定が終わったらテールローターのパラメーターの調整が必
要です。初期設定の最後として "setup" セクションのテールローターの絵を選んで
ください。

6

注意：

GT5.2は設定範囲のすべての周波数は表示されていま
せん。数値は自動的に次に設定可能の値の上または下の
値ににジャンプします。もしセンターパルスが760μsの
サーボの場合、更新周波数は571Hzまで設定できます。
他のタイプのサーボの場合は最高更新周波数は333Hz
です。

c)サブトリム

（reverse）

エルロン センサー - ヘリコプターを前後軸上で一方に傾けそ
れに対するスワッシュプレートの動きを観察します。
スワッシュプレートはヘリコプターの傾きと逆の方向に動くは
ずです。このようにヘリコプターが右に傾くとスワッシュプレー
トは左に傾く動作指令が必要です。
同様ヘリコプターを左に傾けるとスワッシュプレートは右に傾
かなければなりません。
この調整には十分注意してください。もし逆の設定をしてしまう
とヘリコプターは浮上した時破損するのは歴然です。

デフォルト値

（166）

テールローター設定

（270）

a)センター パルス

デフォルト値

テールローター メニューの最初はテールサーボのセンターパ
ルスです。ほとんどのサーボは1500μｓのセンターパルスが
使用されています。フタバやMKSなどからでている特殊なテー
ルサーボには760μｓが用いられています。これらのサーボは
ジャイロ専用として特別に設計されています。同様なもので
960μsのものが Logitec からでています。
特別なセンターパルスが必要なものはサーボケースまたはサ
ーボのマニュアルに示されています。それ以外は1500μsとし
て動作するもの考えて良いでしょう。 （あるサーボは1520μs
と指定されていますが、ここでは1500μsとして問題ありませ
ん。）
もし間違った設定をしても、サーボが接続されてない限りサー
ボに影響を与えることはありません。安全上の理由から、サー
ボの設定が終わるまではサーボの接続を外しておかれること
をおすすめします。

デフォルト値

（270）

e)センサーの動作方向
ヘリコプターを垂直軸（メインマスト軸）中心に回してください。
ヘリコプターの機首を右に回した場合、テールローターは機首
を左に回すように補正します。テールローターブレードをよく注
視していれば正しい方向が簡単にチェックできます。
テールが動作中、テールローターブレードは後縁の方向にテー
ルを動かされるようコントロールされ、テールブレードは反対
の方向にスラスト（推力）が発生しテールの動きに対し反作用
を起こします。
この設定は丹念にやってください。センサーの動作方向を間違
えるとヘリコプターが浮上するときジャイロが補正しないだけ
でなく逆にテールローターの偏りを増強する方向に働きテール
は非常に早く回転してしまいます。

（1500）

デフォルト値

5

（normal）

1

f)ピルエット補正
最後に必要ならピルエット補正の正しい方向をチェックする必
要があります。このステップに入ると、スワッシュプレートは自
動的に前または後に傾きます。ここでスワッシュプレートを注
視しながらヘリコプターを垂直軸にそって回転させてみます。
補正の方向が正しければスワッシュプレートは空間で同じ位置
を保ちます。ヘリコプターを回転するときスワッシュプレートが
回転すれば補正の方向が逆になっています。
速い前進飛行中にテールを回転させた時テールが浮き上がら
ないようにピルエット補正が必要です。前進飛行中スワッシュ
プレートが前に傾く時補正をしなければ、ピルエットを行おう
とすると突然横の動作を示します。システムは速いローテーシ
ョンを認識することができません。
これが初期設定の最後のステップです。ここでメニューモード
から抜けメニューリストの上または下の exit シンボルをタッ
プして飛行モードに戻れます。別の方法としては exit タイマー
のカウントダウン（初期設定は最大25秒）で何もしないで待て
ばカウントダウンが 0で飛行モードに戻ります。

デフォルト値

コントロールシステム （P/Iメニュー）
a)スワッシュプレートの調整
（1)スタビリティ(安定性)
スタビリティは逆の反応で飛行経路から突然逸脱するのを直
接修正するものです。スワッシュプレート上ではこの値は非常
に広い範囲で調整できますが、変化は非常に小さな効果しかあ
りません。この値を高く取り過ぎた時はローター回転面に非常
に速い振動が起こります。
この値を低く取り過ぎた時はヘリコプターは正確に追従しませ
ん。 これは速いピッチ操作をヘリコプターに与えた時ヘリコプ
ターは真直ぐ上昇しないでエルロンまたはエレベーター軸の一
方に傾きます。また、高速前進飛行中、ヘリコプターは正確に追
従しないで落ち着きない反応や一方に流れる傾向があります。
この時にはスタビリティの値を増やします。
デフォルト値は80でほとんどのヘリコプターはこれで十分なは
ずです。450クラスのヘリ（ミニタイタン325または360）あるい
はそれより小さなヘリコプターでは慣性が小さいので減らさな
ければなりません。ここでは60から始めてください。

（normal）

デフォルト値

7

（80）

飛行前のチェック
（2)コンシステンシィ(一定性)

飛行モードに戻ったらすべての機能が期待通りに働くかチェッ
クしてください。ヘリコプターを前後、左右、垂直軸に回転させ
てみて、スワッシュプレートとテールローターの反応を注視し
ながらセンサーの動作方向を再チェックしてください。
これらは常に動かした動作を打ち消す方向に補正されていな
ければなりません。飛行モードではサーボの反応は調整メニュ
ーの場合より小さく現れることに注意してください。

これはより詳細についてより考慮すべき、そして操縦者に
最もよく適合できるべく必要とする最初の設定です。
コンシステンシイはローテーションレートのコントロール
とヘリコプターを一点にとどめることに働きます。できれ
ば一回またはそれ以上の静止したエレベーターフリップを
行い、水平で止めてみます。もしヘリコプターがすぐに停止
せず引き続き数度の角度回転する場合は、コンシステンシ
イの値が低すぎです。ヘリコプターが一定位置で停止する
までこの値を増してゆきます。それ以上増やさないでくだ
さい。高すぎる設定をすると、ローテーションをストップし
ようするとヘリコプターはゆっくり逆に戻されます。さらに
スティック操作は不自然で間接的な感じになりコントロー
ルシステムはオーバーコントロールになります。
コンシステンシイの更なる効果は高い値でヘリコプターは
一点により留まります。ホバリング中スティックから手を
離したとき動き回るようならこの値が低すぎるサインです。
ほとんどのヘリコプターの場合この値は80と90の間です。

ディスプレイをチェック： すべてのサーボを同時に動かしても
電圧が変わらないことと、送信機のスティックを中心に置いた
時少なくともエルロン、エレベーター、ラダーについてのチャン
ネル表示は 0 を示していることを確認してください。右下のス
ワッシュプレートとテールのゲインは二つとも100でなければ
なりません。
ヘリコプターが地上にある時、飛行モードのシステムはヘリコ
プターの動作を認識していないので、スティック動作に対しサ
ーボの動きが同期しなくても問題ありません。ピッチスティック
を中心に動かしエルロンまたはエレベーターを短時間の最大
操作をすればすべてのスワッシュサーボはセンター位置に戻
ります。ヘリコプターが離陸する時テールサーボが中心にある
ことに注意してください。
これで離陸の準備ができました。
フライバーレスヘリコプターはスティック操作に対し予想以上
に非常に敏感です。もしあなたが初心者またはこれまでフライ
バーレスヘリコプターの飛行をしたことがない場合、EXPO（エ
クスポーネンシャル）とローテーションレートに関するヒントを
参照してください。

デフォルト値

（3)レスポンス(反応)
このパラメーターはあまり重要ではありません。
レスポンスの値を増せばコントロールシステムの反応が
よりアグレッシブになります。スティック操作をした時もし
ヘリコプターが軽い振動を起こす時は、この値を増すこと
ができます。それはより正確に激しくロックされます。しか
しこの値を高く取り過ぎるとローターブレードが空力限界
を超える原因になります。急速なサイクリック入力を与え
た時ブレードストール音を聞くことになります。そして速い
方向チェンジをした時（たとえばティックタックを行う時）
コントロール（操縦）は大きな後れを感じます。他方、この
値を0に対し減らすとシステムはよりソフトでスムーズに
反応し、結果としてスティック入力はよりソフトでスムーズ
に感じます。
一般的な状態で、デフォルト値15を変えないでください。

追加のパラメーター
"control" セクションでGT5.2のコントロールシステムの調整にアクセスとステ
ィック入力のコントロール具合の調整ができました。 "setup" セクションの全般
の設定メニューの中のいくつかのパラメーターについて説明します。これらは初
期設定を行う時除外していたものやあまり重要でないものです。
コントロールシステムメニューは中で、スワッシュプレートとテールジャイロの調
整に分かれています。スワッシュメニューのすべての調整はスワッシュゲインによ
って比例されます。したがって100%ゲインは1：1の値を意味します。ゲインを50％
に設定したらほとんどの値は半分の効果を持ちます。

（70）

デフォルト値

6

（15）

（4)スティックミックス

（2)コンシステンシィ

これはヘリコプターの行動に基本的な影響を持つ２番目
に重要なパラメーターです。
このスティックミックスはスティックから与えた信号が直
接サーボにどれだけ伝えるかを決定します。より高い値は
サイクリック入力に対し、より自然でダイレクトにヘリコプ
ターに伝わる感じがします。しかしスティックミックスがコ
ントロールシステムに評価されないのでこの値を高くし過
ぎるとスティック入力後ヘリコプターがぐらつく原因にな
ります。スティック操作は必要以上のサーボ動作を起こし
コントロールシステムはこれを追加修正しようとするから
です。ですからスティックミックスはサイクリック入力（エ
ルロン、エレベーター操作）をした時ヘリコプターがぐらつ
きを起こさない限界まで高く設定しなければなりません。
このパラメーターの設定は、使用しているローターブレー
ドに強く影響されます。特別なフライバーレスブレードの
場合、この値は70と80の間にすることできます。しかしいく
らかの状況下では通常30と40の間にしたらよいでしょう。
もし非常に低い値をとるとヘリコプターは間接的な動作
に感じます。その時は別のブランドのローターブレードに
換えて見られることをおすすめします。

デフォルト値

スタビリティの調整が終わったら不規則なラダー操作をお
こないピルエットをやってみてください。もしテールが規則
的な回転をしないで風見鶏効果（ゆっくり風に対しもがき
風の方向に向いたらすばやく回転する）を起こす時はこの
コンシステンシィの値を増やします。より高い値は、ジャイ
ロシステムがコントロールをより受け持つのでより代理的
なラダーコントロールに感じることを知っておいてください。
このパラメーターの唯一の調整は、必要なだけ高くする事
です。
もし100の範囲の値を取っても、望む結果が得られない場
合は違ったテールローターブレード（別のブランド、別の材
質、大き目のサイズなど）を試されることをおすすめします。
そして、テールは発生した負荷を補正するだけのスラスト
が得られれない可能性があります。
もう一つのまずいテール性能の可能性は、テールローター
ブレードの可動ピッチ角が大きすぎて、大きなテール操作
をした時テールローターがストール（失速）することです。
このような場合はテールサーボリミットを減らしテールの
動作が変化するかテストしてみてください。

デフォルト値

（70）

（85）

（3)スムース ストップ
スムースストップの値を高くすすればテールローターがソ
フトに停止することになります。これによりラダー操作をし
た後、より正確に停止します。
特に、ローテーションを停止しようとした時テールが少し戻
りすぎて正確に停止しない場合はこの値を増加します。
ほとんどのヘリコプターの場合、この値は５付近が代表的
な値です。

（5)スピードスタビリティ
高い高度で速い前進飛行をさせ、突然マイナスピッチを入
れてみます。ヘリコプターは姿勢を変えず高度を下げるの
が理想的です。もしヘリコプターのノーズが急角度で下を
向く場合はスピードスタビリティを増やします。別の方法と
してヘリコプターで大きなループ（宙返り）をやってみます。
バックエレベーターを常時操作していないのにヘリコプタ
ーの後が上がる傾向がある場合は、この値が低すぎです。
この値は20から30が一般的な範囲と考えられます。
ヘリコプターが上に述べたよう動作を示さない上限にこの
値を設定してください。この値が50を超えることは避けてく
ださい。
また高いスピードスタビリティの値は直線前進飛行中にエ
レベーター軸が上下にゆっくりふらつく原因になります。
前項のスティックミックスに類似し使用しているローター
ブレードのタイプがこのパラメーターに大きな影響を与え
ます。特に、フライバー付ヘリコプター用でアグレッシブな
３Ｄ飛行用に設計された、ブレードの重心がブレードの根
元に非常に近くにあるようなブレードを使用した時はこの
パラメーターは全く役に立ちません。非常に高速の強力な
サーボを使用するかローターブレード交換すれば助けに
はなります。

デフォルト値

デフォルト値

（4)ストップ シンメトリー
ローテーションの止まり方が右回転の場合と左回転の場
合が同じにならないときこの、ストップシンメトリーで左右
対称の性能に調整します。

デフォルト値

（0）

（5)トルク補償
ローターのトルクに急な変動が発生した時、テールジャイ
ロシステムをサポートするために、ある量のサイクリックま
たはコレクティブスティック操作が直接テールサーボの出
力にミックスできます。だからテールサーボはトルクが変
動した後でなく変動した時に動作をはじめます。
例えば、もし大きなピッチ入力がロータートルクの方向に
テールを短時間で回す原因になると、すると反対の方向に
ある量のトルク補正が加わり便利です。
ラプターＥ720のような700クラスのヘリコプターの場合
この値が40は手始めとして良いでしょう。
サイクリック補償は通常不要です。
このパラメーターは両方向に調整できます。サイクリック
またはコレクティブピッチ操作を行った時、テールローター
がメインローターのトルク方向と反対にコントロールされ
るように選ぶ必要があります。ピッチ0°ではテーローター
サーボへのミキシングはされなくて、ミキシングはスティッ
クがセンター位置から離れるにつれて増加します。
メインローターが時計方向にまわっているヘリコプターで
はテールローターはヘリコプターを常に右に向ける動作を
起こすようにしなければなりません。

（28）

b)テールジャイロ調整
（1)スタビリティ
スタビリティはロータートルクが変化した時テールを保持
するよう働きます。もしこの値が低すぎたら、ラダー操作を
したときテールローターの反応が非常にふにゃふにゃでそ
してもしピッチやエルロンやエレベーター操作をした時テ
ールは一方向または他の方向に回転する傾向にあります。
しかしながら、スタビリティが高すぎるとシステムが過剰補
償をします。速い前進飛行中あるいはホバリング中にも速
いテール振動が起こります。究極の値を見つけるには速い
前進または後退飛行中にテールがちょうどノイズを出し始
めるか、わずかに過剰補償をはじめるところまでパラメー
ターを徐々に増してゆきます。この状態からスタビリティを
５だけ減らせばテールローターはきれいにホールドする筈
です。

デフォルト値
デフォルト値

（0）

（70）

7

（20）
（0）

2

3

スティック入力

"General settings"メニューの追加パラメーター
a)デバイス メニュー

a)トリム セーブ/トリム クリア

（1) Exit time はカウントダウン タイマーです。カウント
ダウンが終わるとGT5.2は自動的に飛行モードに戻り
ます。これはメニューがまだ動作している間にヘリコプ
ターを出発させるのを防ぐためのものです。
（2) Resetを使うと、GT5.2のすべてのパラメーターが工
場設定のデフォルト値にリセットされます。ただ受信機
システムの設定と機能割り当て、それにフェイルセーフ
位置は安全上の理由によりリセットされません。
リセットを始めるには"Reset"をダブルタップします。リ
セットすることが確かなら"YES"をダブルタップしてく
ださい。
リセットしたら飛行しなでください。！

一般的な状況において送信機のサブトリム機能の使用は
許されていません。サブトリムはコントロールシステムの
一定のローテーションコマンドに影響されます。重心のバ
ランスが悪かったり、またはサーボのトリミングがまずかっ
たり、またはリンケージ調整がまずかったことなどによりホ
バリング中ヘリコプターはわずかにドリフト（流れる）する
ようなことがあるかもしれません。 このような時、ドリフト
を補正するために送信機のトリムを臨時に使用してかまい
ません。ただし、このトリムはこの飛行限りですぐにヘリコプ
ターを着陸させ、"control" セクションの Stick" メニュ
ーに入ります。
メニューの"Trim "save （セーブ=保存）をダブルタップ
し次に "YES" をダブルタップしますと現在の送信機のト
リム設定がサーボの中点の再トリムとなります。
ここで送信機のトリムを 0に戻すことができます。そしてこ
のトリムがGT5.2に保存されます。
保存されたトリムデータを消去したい場合は
"Trim clear" を選びクリヤしてください。 クリヤできたか
確認してください。

デフォルト値

デフォルト値

b)サーボ セッティング
サーボ ディレイ レベルはサーボコントロールにミックス
されたフィルターです。このフィルターはサーボが大きな動
きを一挙にしないよう働きます。特に大きな振動を持って
いるヘリコプターではこのフィルターは動きの変化を通し
サーボに極端な負荷がかかるのを防せぎます。サーボはよ
り低い温度で消費電流も少なくなります。しかし、この数値
を 0にするとすべての操作信号はサーボに直接入ります。
もしサーボが著しく熱いときはサーボ ディレイ レベルは
デフォルト値を変えないでまずサーボの更新周波数を減ら
されることをおすすめします。
サーボ ディレイ レベルの値を減らすこと、またはこのパ
ラメーターを動作不可にすることは一般的におすすめでき
ません。

なし

b)エレベーター/エルロン/ラダー レート
この機能はコントロールスティックの動作角の直線的な拡
大縮小として作用します。言い換えれば（または付け加えれ
ば）送信機のデュアルレート機能を使ったと同じような働
きをします。
GT5.2が飛行モードの時は、ローテーションやスティック
の比率の変更をしても、サーボの動作量は視覚的な効果が
見られないということを知っておいてください。又次のこと
も知っておいてください。、スワッシュプレートやテールサ
ーボについてのGT5.2で調整を行った時、送信機のスティ
ックの最大舵角は常に100%でなければなりません。（しか
しながらGT5.2の中のローテーションレートの設定には何
も効果が見えません。）
Expo（エクスポ）を使用することによって、中心付近のステ
ィックの動きにたいするシステム反応は緩和されます。
だから小さなコントロール操作はより繊細に行うことがで
きます。他方、もしExpo機能をマイナスに設定すると小さ
なスティック操作は拡大されて作用します。
送信機のエクスポ機能は使われないようおすすめします。
もし使うといくつかのエクスポカーブの重なりにより予期
せぬコントロール形態になります。もし送信機のエクスポ
機能の使用を好まれる場合はGT5.2のエクスポを 0に設
定してください。

デフォルト値

（2）
（1）

c)ジャイロ セッティング
センサー設定メニューの中でいくつかのオプション設定を
見ることができます。最初の三つのオプションはセンサー
軸のキャリブレーションに使用されます。
この値を変えないでください。工場で設定済です。万一、不
用意にこの値を書き換えてしまったときのために、マニュ
アルに記載のこれらの値を書き留めておいてください。
（98）

デフォルト値

（98）
（95）

工場設定済です。 変えることはできません。

（90）

デフォルト値

（25）

（90）
（100）

別売部品
c)スティック トーレランス（許容差）
スティックトーレランスとはGT5.2がスティック位置のの
変化に反応する範囲を決定するものです。大きなスティッ
クトーレランスは大きなスティックのデッドバンドを作りま
す。これは、送信機のスティックコントロールが正確に働か
ないで適切に中心がゼロ位置にならない場合に使います。
この影響はヘリコプターが飛行中ときどき横にゆっくりド
リフト（流れる）することで見分けられます。特にひどい或る
ケースの場合はGT5.2のデスプレイ上であるチャンネル
でいらつき二つの値の間を上下に飛びはねる現象が見ら
れます。

デフォルト値

品番2709
GT5 USB ドングル

品番AC6876
スポンジパッド

品番AT6171
1-3 RC-ケーブル

製造元

（5）

発売元
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