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本マニュアルの使用方法 
記号説明 

禁止    注意事項   操作及び使用上のヒント   単語説明及び参考情報 

 

使用推奨 

・DJI™ではユーザーの皆様の為に以下の関連資料を作成しておりますので、これらの資料をよく読んで

から Wind-8を使用することを推奨致します。 

1. 《同梱物リスト》 

2. 《Wind-8 V2.0ユーザーマニュアル》 

3. 《DZ-12000インテリジェントフライトバッテリー安全使用ガイド》 

DJI GO アプリのダウンロード 

・本製品を使用して飛行を行う際は、必ず DJI GO アプリを使用して下さい。右側の QR コードをスキャ

ンまたは http://m.dji.net/djigoから DII GOアプリをダウンロードすることが出来ます。 

・Android 版の DJI GO アプリは Android v4.1.2 以上、iOS版の DJI GOアプリは iOS v8.0 

以上のモバイルデバイスが必要となります。 

※飛行時に DJI GOアプリとの接続/ログインが行われていない場合、安全性確保の為、高度 30m距離 50m

の飛行制限が作動する仕様となっています。 

DJI Assistant 2ソフトのダウンロード 

・http://www.dji.com/jp/a3/info#downloads から DJI Assistant 2 ソフトをダウンロードすることが

出来ます。 

キーワード検索機能について 

・PDFファイル上ではキーワード検索機能を使用することができ、「バッテリー」や「取付け」

等のキーワードを入力して関連トピックの検索を行うことが出来ます。また、  Adobe 

Acrobat Reader を使用して本ファイルを読んでいる場合、Windows では【Ctrl】+【F】、Mac

では【Command】+【F】を押すことで、キーワード検索機能を開始することが出来ます。 

任意のトピックへの移動 

・目次上では本ファイルのコンテンツ構造を確認することが出来ます。また、任意のトピッ

クを選択することで関連ページへ移動することが出来ます。 

印刷について 

・本ファイルは高解像度印刷に対応しています。 

 

http://m.dji.net/djigo
http://www.dji.com/jp/a3/info#downloads
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製品使用時の注意事項 
・本製品使用時は必ず一定の専門知識及び技術を有している必要があり、専門知識及び技術を有してい

ない、または18歳未満の方の使用は推奨しておりません。 

飛行前の注意事項 

1. インテリジェントフライトバッテリーが十分な電量まで充電されており、正確に機体上に取り付け

られていることを確認して下さい。 

2. 飛行前に、コンパスのキャリブレーションを行い、送信機のコントロールスティックモードの確認

を行って下さい。 

使用環境 

1. 海抜4000m以下のエリアで飛行させて下さい。 

2. -10℃～45℃且つ天候が良好な環境下で飛行させて下さい。 

3. 禁止飛行エリア内では飛行させないで下さい。 

4. http://www.dji.com/flysafe/no-flyから飛行禁止エリアの最新情報を取得することが出来ます。  

5. 障害物の多い場所/人混み/高電圧線付近/木々の多い場所/水辺等での飛行は避け、開けた広い場所

で飛行させて下さい。 

6. 目視可能距離内で飛行させて下さい。 

飛行時の注意事項                                                    

1. 機体には一定の防塵防水機能が搭載されていますが、大雨等の環境下では飛行させないで下さい。 

2. 飛行前に必ず各パーツ上に劣化または破損等がないかを確認し、これらの症状が発生している場合

は飛行させないで下さい。 

3. 飛行前に必ずプロペラ及びモーターがしっかりと正確に取付けられていることを確認して下さい。 

4. Wind-8では必ず指定のDZ-12000インテリジェントフライトバッテリーを使用して下さい。 

5. 怪我の発生を防ぐ為、回転中のプロペラ及びモータには近づかないようにして下さい。 

6. 非作業時または機体輸送時は機体からバッテリーを取外して下さい。また。ランディングギアの破

損の発生を防止する為に、ランディングギアを収納状態にして下さい。 

7. 機体飛行時に送信機上でCSC操作を行った場合、機体のモーターが空中で停止し、機体の墜落が発

生する恐れがありますのでご注意下さい。 

8. 機体飛行時に電話に出る、または飲酒、薬服用後8時間以内に機体の操作を行う等の行為は絶対に

行わないで下さい。 

9. ローバッテリー警告発生時はすぐにホームポイントへの帰還を行って下さい。 

10. 機体着陸後は、機体の電源を切った後に送信機の電源を切って下さい。 

11. 必ずDJI製のパーツ及びアクセサリーを使用して下さい。 

 

http://www.dji.com/flysafe/no-fly
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製品概要 

                                                   本セクションでは主に、製品紹介、機体及び 

送信機の各部名称、飛行準備についてご紹介致

します。 
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製品概要 

 

製品紹介 

Wind-8は専門的な機能拡張に対応した、カスタマイズフライトプラットフォームとなっています。Wind-

8 には先進の A3フライトコントローラー、HD映像転送、最適化が施された E2000推進システム、デュア

ルバッテリーシステムが搭載されているだけではなく、IP43 の防塵防水保護等級、冗長 IMU、冗長バッ

テリーシステム、冗長推進システムの搭載に加えて、拡張可能な GPS 及び冗長コンパスも搭載されてい

ます。また、Wind-8 は様々な業界のニーズを満たす為に、空輸ボックス及びメガホン等の積載用オプシ

ョンパーツの搭載にも対応しています。 

 

Wind-8 にはジンバル搭載用のマウントパーツが同梱されており、X3/Z3/XT/X5/X5R ジンバルの搭載に対

応しています。また、オプションパーツの Z30ジンバル搭載用のマウントパーツを使用することで、Z30

ジンバルの搭載にも対応可能となっています。更に、Wind-8 機体の両側には RTK/外付け GPSフレーム用

のマウントベースが搭載されている為、オプションパーツの RTK マウントキットを使用することで RTK

モジュールを搭載して飛行時の高精度ポジショニングを実現することも可能となっています。 

その他積載用パーツ搭載時の電源供給及び通信の必要性を考慮した上で、オプションパーツとして拡張

用のケーブルパックも用意されています。 
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機体外観図 

 

 

【図 1】機体前部 

 

【図 2】機体右側 

 

【図 3】折りたたみ状態 
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機体各部名称 

 

【図 4】機体各部名称 

      [1] メインアーム                            [8] 下部バッテリースロット 

      [2] 固定用スリーブ                           [9] 上部バッテリースロット 

      [3] サブアーム                             [10] 伸縮式ランディングギア 

      [4] 折畳み式プロペラ                         [11] バッテリースロットバックル 

      [5] モーター                                [12] 電源ポート 

      [6] 機体上部シェル                           [13] 拡張マウントベース 

      [7] ジンバルマウント                        [14] アンテナマウントベース 

送信機各部名称 

[1] 電源ボタン 

・送信機の電源 ON/OFFを行います。 

[2] Return-to-Home(RTH)ボタン 

・本ボタンを長押しすることで、RTH を起動することが出来ます。 

[3] コントロールスティック 

・機体の向きと動作を操作出来ます。また、DJI GO アプリ上で 

操作モードをモード 1/モード 2に設定することが出来ます。 

[4] 送信機ステータス LED 

・送信機の現在のシステムステータスを表示します。 

[5] バッテリーレベル LED 

・送信機の現在のバッテリーレベルを表示します。 

[6] 充電ポート 

・送信機の充電を行う際に使用します。           【図 5】送信機各部名称-1 
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[7] モバイルデバイスホルダー 

・モバイルデバイスを搭載します。 

[8] アンテナ 

・機体制御シグナル及び映像シグナルの送受信を行います。     

[9] ハンドルバー 

・送信機を持ち運ぶ際に使用します。 

[10] コントロールダイヤル(ジンバル) 

・本ダイヤルを回すことでジンバルのチルト動作を操作 

することが出来ます。また、ジンバルモードがフリー 

モードに設定されている場合、送信機底部の C1を押し 

ながら本ダイヤルを回すことでジンバルのパン動作を      【図 6】送信機各部名称-2 

操作することが出来ます。                                                                 

[11] カメラ設定ダイヤル 

・DJI GOアプリを実行しているモバイルデバイスが送信機に接続されている場合、本ダイヤルを回すこ

とでカメラ設定の調整を行うことができ、ダイヤルを押すことで調整を行うカメラ設定を変更するこ

とが出来ます。また、再生画面内ではダイヤルを回すことで、前または次の写真/映像への切替えを行

うことが出来ます。 

[12] 録画ボタン 

・録画の開始/停止を行うことが出来ます。 

[13] フライトモードスイッチ 

・Pモード/A モード/F モード間の切替えを行うことが出来ます。 

[14] シャッターボタン 

・写真撮影を行うことが出来ます。また、録画中の写真撮影も行うことが出来ます。 

[15] 再生ボタン 

・撮影した写真/映像を再生することが出来ます。 

[16] Micro-USBポート 

・送信機ファームウェアのアップグレードを行う際に使用します。 

[17] SDIポート 

・SDIモニター上に SDIシグナルを出力することが出来ます。 

[18] HDMI-Aポート(映像出力用ポート) 

・HDMIモニター上に HDMIシグナルを出力することが出来ます。 

[19] USBポート 

・送信機にモバイルデバイスを接続する際に使用します。 
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[20] C1ボタン 

・DJIGOアプリ内でボタン機能のカスタム設定を行うことが出来ます。 

[21] C2ボタン 

・DJIGOアプリ内でボタン機能のカスタム設定を行うことが出来ます。 

 

送信機の使用準備 

・ 送信機上のモバイルデバイスホルダーをお好みの位置に調整後、アンテナを適切な角度に調整します。 

1. モバイルデバイスホルダー側面のボタンを押して、モバイルデバイスに合う高さに調整します。 

2. モバイルデバイスをホルダー上にセット後、ホルダーでしっかりと固定します。 

3. USB/Lightning ケーブルを使用して送信機上の USBポートとモバイルデバイスを接続します。 

 

【図 7】送信機の使用準備 

 

機体の使用準備 

1. 機体上のアームを全て展開した後、8箇所のアームスリーブを締めて固定します。また、スレーブ

の締め過ぎの発生を防ぐ為、スレーブをしっかりと締めた後に約 1/8周緩めて下さい。 

2. アームの位置を確認します。M1/M2は機首方向、M5/M6が機体後方に位置していることを確認して

下さい。また、機体を真上から見た際、M1/M3/M5/M７のモーターが反時計回り、M2/M4/M6/M8 のモ

ーターが時計回りであることを確認して下さい。 



12   © 2017 DJI ALL Rights Reserved. 

 

【図 8】アーム及びプロペラ展開時 

 

機体バッテリーの搭載 

・【図 9】で示されている方法でバッテリースロット上のバックルを開いた後、【10 図】で示されている

方法でバッテリーを搭載後、バッテリーがしっかりと搭載出来ていることを確認した上で、バックル

を閉じます。 

 

 

【図 9】バックルを開く                                      【図 10】バッテリーを搭載      

   

・バッテリー搭載時にバッテリーの異常(膨張や破損等)やバッテリースロットの変形等が発覚した

場合は、すぐに交換または修理を行って下さい。  
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拡張ポート 

1. ファンクションチャンネルポート 

・機体右側の底部には 6pinのファンクションチャンネルポートが搭載されており、内部ケーブルを経由

してフライトコントローラーの F1～F5ファンクションチャンネルと接続されます。 

 

【図 11】ファンクションチャンネルポート 

2. 積載用パーツ給電ポート 

・機体後方の底部には積載用パーツ給電ポートが搭載されており、給電電圧はそれぞれ 50V 及び 15V と

なっています。また、50Vの最大供給電力は 100W、15V の最大供給電圧は 45Wとなっています。 

 

【図 12】機体後方搭載ポート 

・ファンクションポート及び積載用パーツ給電ポート接続用のケーブルはオプションパーツとして

ケーブルパックが用意されています。 

ファンクション 

チャンネルポート 

積載用パーツ給電ポート 

アップグレード用 USBポート 
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機体 

本セクションでは主に、機体のフライトコン

トローラーシステム/推進システム/通信シス

テム及びバッテリーの各種機能、拡張ポート

についてご紹介致します。 
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機体 

機体概要 

・Wind-8機体は主に、フライトコントローラー/通信システム/推進システム/バッテリーシステムにより

構成されており、本セクションでは機体上の各機能についてご紹介致します。 

 

フライトモード 

・Wind-8のフライトコントローラーは以下の 3種類のフライトモードに対応しています。 

P モード(Positioning)： 

・機体は GPSモジュールを使用して精確なホバリングを行い、GPSシグナル受信状態が良好な場合は GPS

による精密なポジショニングを行うことが出来ます。また、十分な GPS シグナルを受信出来ていない

場合、機体は自動で A モードへの切替えを行います。 

A モード(Atti)： 

・GPS モジュールを使用せずにポジショニングを行い、機体姿勢の安定性のみを維持します。また、GPS

シグナル受信状態が良好な場合は RTHを行うことが出来ます。※Aモード下では Ground Station 機能

を使用することが出来ません。 

F モード(Function)： 

・Onboard SDK を使用することが出来ます。 

 

機体インジケータ LED 

・Win-8 機体上には“機体方向インジケータ LED”及び“機体ステータスインジケータ LED”が搭載され

ています。 

1. 機体方向インジケータ LED は 8つのモーターベース上の ESC LEDにより構成されています。 

(1)M8/M1/M2/M3 は赤色に点灯し、機体の前方を表しています。 

(2)M4/M5/M6/M7 は緑色に点灯し、機体の後方を表しています。 

2. 機体ステータスインジケータ LED は、フライトコントローラーの現在の状態を表しています。各 LED

の点滅パターンが表しているフライトコントローラーの状態に関しましては下図をご確認下さい。 
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【図13】機体ステータスインジケータLED 

 

機体ステータスインジケータLED点滅パターン及び表示ステータス 

通常 

赤/緑/黄色の連続点滅 電源投入後のセルフテスト状態 

黄色に 4回点滅 ウォーミングアップ状態 

緑色にゆっくり点滅 P モード 

黄色にゆっくり点滅 A モード 

青色に素早く点滅 冗長 IMU切替え 

警告/異常 

黄色に素早く点滅 送信機シグナル消失 

赤色にゆっくり点滅 ローバッテリー警告 

赤色に素早く点滅 致命的なローバッテリー警告 

赤色に素早く点滅(0.6S) 

（CSC操作時） 

IMUの誤差が大き過ぎる、または IMU 初期化中 

赤色に点灯 重大なエラー発生 

赤/黄色の交互に点灯 コンパスデータエラー、コンパスのキャリブレーションを

行って下さい。 

 

 

 

 

機体ステータスインジケータ LED 
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Return-to-Home(RTH) 

・Return-to-Home(機能)により、機体は最後に記録されたホームポイントに自動で帰還を行います。ま

た、Wind-8 にはスマート RTH、ローバッテリーRTH、フェールセーフ RTHの 3 種類の RTHが搭載されて

おり、本セクションではこれらの 3種類の RTHについて詳しく説明します。 

 GPS 説明 

ホームポイント  

機体離陸時または飛行中、最初に GPS シグナルが (バーが 4 本以

上且つ GPS アイコンが緑色に変化)に達した際の機体の位置がホームポ

イントとして設定されます。また、ホームポイントの記録に成功した場

合、機体ステータスインジケータ LEDが素早く数回点滅します。 

 

フェールセーフ RTH 

・十分な GPSシグナルを受信(GPSアイコン が緑色)しており、コンパスが正常に動作且つホームポ

イントの記録が既に完了している場合、無線シグナル(送信機シグナルまたは映像転送シグナル)がロ

ストした状態が 3 秒以上継続した際にフェールセーフ RTH が作動し、機体は自動でホームポイントま

での帰還を開始します。また、RTH中に無線シグナルが回復した場合、機体は継続して RTHを行います

が、操縦者は送信機で機体の制御ができ、RTH を停止することも可能となります。 

 

フェールセーフ RTH 図解 

 

スマート RTH 

・十分な GPSシグナルを受信している場合、送信機上の RTHボタン(詳細は P32｢RTHボタン｣を参照)また

は DJI GOアプリ上の RTH ボタンからスマート RTHを起動することができ、機体は最後に記録されたホ

ームポイントへ帰還します。スマート RTH を起動した際、機体ステータスインジケータ LED は現在の

フライトモードに基づいて点滅します。また、スマート RTH 中は送信機上のコントロールスティック

で機体の方向を制御して障害物を回避することが出来ます。もう一度 RTH ボタンを押すと、RTHを終了

してコントロールを再度取り戻すことが出来ます。 
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ローバッテリーRTH 

・ローバッテリーRTH はバッテリーレベル不足による機体の墜落を防止する役割があり、現在の機体高度

及びホームポイントまでの距離を基準に、フライトコントローラーにより現在の機体バッテリーレベ

ルが機体の帰還に影響を及ぼす可能性があるレベルまで減少していると判断された際に自動的に作動

し、DJI GOアプリ上にホームポイントへの自動帰還を行うかどうかに関する通知が表示されます。こ

の時、通知が表示されてから 10秒以内に選択を行わなかった場合、機体は自動的にホームポイントへ

の帰還を開始します。また、RTH中は送信機上の RTH ボタンを押すことで RTHをキャンセルすることが

出来ます。 

※ローバッテリーRTHは一度の飛行につき 1度しか作動しません。 

また、現在の機体バッテリーレベルではホームポイントへの帰還が行えないと判断された場合、機体

はその場で自動的に着陸を開始し、着陸をキャンセルすることは出来ません。 

着陸中、機体側で送信機シグナルを正常に受信出来ている場合は送信機上のコントロールスティック

を使用して機体の向きを変更することが出来ます。 

 

バッテリーレベルインジケータは DJI GOアプリ上に表示され、詳細は以下の様になっています。 

 

 

バッテリーレベル 

警告 
説明 

機体ステータス 

インジケータ LED 

DJI GO アプリ   

 画面表示 
飛行説明 

ローバッテリー 

警告 

バッテリーレベ

ル低下により、ホ

ームポイントへ

の帰還を行う必

要があります。 

赤色にゆっくり 

点滅 

すぐに帰還を開始す

る、または通常飛行に

戻るかを選択するこ

とが出来ます。選択を

行わなかった場合、10

秒後に自動で帰還を

開始します。  

帰還を選択した場合、機体は

自動でホームポイントへの帰

還を行い、着陸後、モーターは

自動で停止します。バッテリ

ー交換後に再度飛行を行うこ

とが出来ます。 

また、RTH中は RTHボタンを押
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すことで再度コントロールを

取り戻すことが出来ます。 

※RTHを停止した場合、ローバ

ッテリー警告通知は再度表示

されません。 

致命的な 

ローバッテリー 

警告 

バッテリーレベ

ルの過度な低下

により、すぐに着

陸を行う必要が

あります。 

赤色に素早く 

点滅 

DJI GO アプリ画面が

赤色に点滅し、機体は

着陸を開始します。送

信機はアラームを発

します。また、着陸を

キャンセルすること

は出来ません。 

機体は自動で着陸を開始し、

着陸後、モーターは自動で停

止します。 

予測フライト 

可能時間 

現在のバッテリ

ーレベルから予

測フライト可能

時間が計算され

ます。 

N/A N/A N/A 

 

 ・致命的なローバッテリー警告作動時に機体が自動着陸を行っている際は、スロットル操作で機

体をホバリング状態へと移行させ、着陸に適した場所まで移動させることが出来ます。 

・バッテリーレベルインジケータ上のカラーゾーン及び予測フライト可能時間は、現在の機体高

度及びホームポイントまでの距離を基準に自動で更新されます。 

RTH(フェールセーフ/スマート/ローバッテリー)に関する注意事項 

 離陸前に必ず DJI GO アプリ内のカメラビュー画面上の をタップして、適切な

RTH高度を設定して下さい。 

 
機体が高度 20m以下を飛行中に RTH(スマート/ローバッテリー/フェールセーフ)が

作動した場合、機体は先ず自動で高度 20m まで上昇を行い、この時機体を制御する

ことは出来ません。また、送信機上の RTHボタンを押すことで RTHを停止して上昇
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をキャンセルすることが出来ます。 

 機体がホームポイントから半径 20m 以内に位置している状態で RTH が作動した場

合、機体は既に目視可能距離に位置している為、予め設定されている高度まで上昇

せずに、現在の位置で下降を行いその場に着陸します。 

 十分な GPS シグナルを受信出来ていない( バーが 4 本以下)、または GPS を受

信出来ていない場合、RTHを使用することは出来ません。 

 
RTH高度が 20m以上に設定されている状態で RTHが作動した際、機体が高度 20mま

で上昇後、設定されている RTH高度まで上昇する際にスロットルスティックを動か

した場合、機体は上昇を停止し、現在の高度で RTHを開始します。 

 

ダイナミックホームポイント 

・機体飛行中、DJI GOアプリ上でホームポイントの更新を行うことが出来ます。また、ホームポイント

の更新には以下の 2種類の選択項目があります。 

1. 機体の現在位置を新しいホームポイントとして設定します。 

2. 送信機の現在位置を新しいホームポイントとして設定します。 

 

 
・送信機上の 2本のアンテナの中間には GPSモジュールが内蔵されている為、送信機の現在位置

を新しいホームポイントとして設定する際は GPSモジュールの上部を覆わないようにして下さ

い。また、周囲に高い建築物が無いことを確認して下さい。 

 

ダイナミックホームポイントの設定方法 

・以下の手順に従ってダイナミックホームポイントの設定を行って下さい。 

1. 送信機とモバイルデバイスを接続後、DJI GOアプリを開き、カメラビュー画面に入ります。 

2. をタップ後、 を選択すると、機体の現在位置が新しいホームポイントとして設定されます。 

3. をタップ後、 を選択すると、送信機の現在位置が新しいホームポイントとして設定されます。 

4. ホームポイントの設定に成功した場合、機体ステータスインジケータ LEDが緑色に素早く点滅します。 

 

フライトデータ 

・Wind-8 フライトコントローラーにはフライトデータ保存機能が搭載されており、機体の電源起動後、

全てのフライト関連データはフライトコントローラーシステム内に保存されます。また、USBケーブル

で機体と PCを接続後、DJI Assistant 2 ソフトを使用してフライトデータを読取ることが出来ます 
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プロペラ 

・Widn-8機体上には 2170折りたたみ式プロペラ CCW及び CW がそれぞれ 4 本ずつ搭載されています。 

 

 1.プロペラの取付け/取外し時は、プロペラ表面を損傷させないように慎重に作業を行って下さい。 

2.DJI製のプロペラを使用し、異なる型番のプロペラの併用はお控え下さい。 

3.プロペラは消耗品となっている為、必要がある場合は別途で購入して下さい。 

4.フライト前、プロペラ上の各ネジに劣化/破損/変形等の異常がないかを確認後、異常がある場合

は交換を行って下さい。 

5.怪我の発生を防ぐ為、回転中のプロペラ及びモーターには近づかないで下さい。 

 

インテリジェントフライトバッテリー 

・Wind-8 では容量 12000mAh、電圧 2×22.2V、充放電モニタリング機能付きのインテリジェントフラ

イトバッテリーが使用されており、最新の高性能バッテリーセル及び最先端のバッテリー管理シス

テムにより機体への電力供給を行います。 

 

【図14】バッテリー各部名称 

バッテリー搭載機能 

1.バッテリーレベル表示 

・バッテリー上のインジケータ LEDにより、現在のバッテリーレベルを表示します。 

2.バッテリー寿命表示 

・バッテリー上のインジケータ LEDにより、現在のバッテリー充放電サイクルを表示します。 

3.バッテリー情報の転送 

・バッテリー上の通信ポートを通してバッテリー情報(電圧/電量/認証等の安全情報)をリアルタイムで

フライトコントローラーに転送し、機体の正常動作を保護します。 

4.バッテリー管理 
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・バッテリー接続後、管理システムによる自動検知が行われ、バッテリー状態がインジケータ LED 上に

表示されます。また、バッテリーの接続解除後、バッテリーは低電力消費モードに移行します。 

5.バッテリーエラー記録 

・管理システムにより、バッテリーエラー(正常な温度範囲外の充放電/充放電時の過電流/推奨電力レベ

ル外での長期保管等)の記録が行われます。 

6.充電エラー表示 

・バッテリー充電中に充電エラーが発生した場合、バッテリーレベルインジケータ LED 上に対応するバ

ッテリー異常状態が表示されます。詳細に関しましては、「充電時の保護機能」をご参照下さい。 

 

・バッテリー使用前に必ずバッテリー表面のステッカー上の使用条件をご確認の上、使用

条件に従ってバッテリーを使用して下さい。使用条件に反した不適切な使用により発生

した如何なる問題も当社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。 

・不適切な使用により発生したバッテリー異常、または使用期間が 6 ヶ月以上、または充

放電回数が 180 回以上のバッテリーに関しましては保証対象外となりますので、予めご

了承下さい。 

 

バッテリーの使用方法 

・バッテリー電源の ON/OF 

(1)電源 ON：通信ポートを接続後、XT90ポートを接続することで、バッテリーの電源が自動で ONになり、

機体への電源供給が開始されます。 

(2)電源 OFF：XT90ポートの接続を解除後、通信プラグの接続を解除することで、バッテリーの電源が OFF

になります。 

・バッテリーの電源起動時は、必ず上記の順序に従ってプラグの接続を行って下さい。誤った順

序でプラグの接続を行った場合、ショートの発生により機体内部の電子パーツの破損、または

機体が正常にリンク出来なくなる等の異常が発生する恐れがあります。 

 

バッテリー使用時の注意事項 

1.バッテリーの正常使用環境温度は 0℃～40℃となっており、低温環境下(5℃以下)での使用はバッテリ

ー放電性能の深刻な低下を引き起こし、飛行時間の大幅な減少が発生します。また、-10℃～5℃の環

境下でバッテリーを使用する際は、事前にバッテリーを満タンまで充電後、15℃以上まで予熱を行っ
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た上で保温対策をしっかりと行って下さい。 

2.温度が 45℃を超える環境下では絶対にバッテリーを使用しないで下さい。 

 

バッテリーレベルの確認方法 

・バッテリーがスリープモードの際にバッテリー上のインジケータボタンを 1 回押すことで、現在のバ

ッテリーレベルを確認することが出来ます。 

・バッテリーの充放電中、バッテリーレベルインジケータ LEDには現在のバッテリーレ

ベル及び寿命が表示されます。詳細に関しましては下図をご参照下さい。 

：LED点灯        ：LED 点滅        ：LED消灯 

 

 

 

バッテリー使用寿命の確認方法 

・バッテリー使用寿命はバッテリーの使用期限を表しており、バッテリーの電源が OFF になっている状

態でインジケータボタンを 5 秒以上長押しした際に、現在のバッテリー寿命がインジケータ LED 上に

表示され、2秒後にインジケータ LED が全て消灯します。 

 



24 
 

充電時の注意事項 

1.充電時は 1C(12A)での充電を行い、絶対に 2C以上での充電は行わないで下さい。 

2.充電時にボタンを押した場合、インジケータ LED上に現在のバッテリーレベルが 3 秒間表示され、そ

の後 LEDが消灯します(LEDの各点滅パターンに対応するバッテリーレベルに関しましては下図をご参

照下さい)。 

3.フライト後はバッテリーが高温になっている為、充電を行う際はバッテリー温度が 40℃以下になって

から充電を行って下さい。 

4.バッテリー充電時の最適な環境温度は 5℃～40℃となっています。 

5.充電時は必ず目視可能範囲内で充電を行い、近くに人がいない情況では充電を行わないで下さい。 

6.充電時は必ずバッテリーが乾燥している状態であることを確認した上で充電を行って下さい。 

7.充電中にインジケータボタンを 1回押した後に再度長押しすることで、バッテリーレベルが常に表示

される状態となります。 

 

充電時の保護機能 

・充電時、バッテリー上に異常が発生した場合、充電保護機能が作動し、バッテリーレベルインジケータ

LED 上には対応するバッテリー異常状態が表示されます(各 LED の点滅パターンに対応する異常状態に

関しましては下図をご参照下さい)。 

 

・上図内のバッテリー異常が発生した場合は、すぐに充電を停止し、異常発生情況の

確認後、問題の改善を行ってから再度バッテリーの充電を行って下さい。 

・また、バッテリーの充放電を行う際は、必ずバッテリー上の 3 つのプラグを接続し

て下さい。 3 つのプラグが全て接続されていない状態で充放電を行った場合、バッ

テリー寿命の低下、または過放電、充電時間が長くなる等の問題が発生する恐れが

あります。 
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バッテリーの保管 

1.バッテリーは、必ず-20℃～40℃の温度範囲内で保管して下さい。 

2.長期間(3 ヶ月以上)バッテリーを使用しない場合は、必ず 23±5℃の温度及び 65±20％RH の相対湿度

の環境下で保管して下さい。 

3.10 日間以上バッテリーを使用しない場合は、バッテリーの過放電または膨張の発生を防ぐ為に、バッ

テリー残量が 50％～65％の状態で保管して下さい。 

 

バッテリー仕様 

型番（DZ-12000 mAh-2×22.2V) 

容量 12000 mAh 

電圧 2 * 22.2V 

バッテリータイプ Li Po 12S 

エネルギー 266 Wh 

重量 約 3600 g 

動作環境温度 0℃ ～ 40℃ 

最大充電出力 1200W 
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送信機 

本セクションでは主に、送信機の各機能(機体

及びジンバルカメラの操作等)及び 2パイロッ

トモードの設定方法をご紹介致します。 
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送信機 

 
送信機の特徴 

・Wind-8送信機は 2,4GHz の周波数帯で動作し、最大通信可能距離は 5000mとなっています。また、本送

信機では Lightbridge2による高画質映像の転送及び送信機上でのカメラ及びジンバルの制御を行うこ

とができ、空撮に非常に適した設計となっています。更に、2 パイロットモードにも対応しており、複

数人で機体及びジンバルを別々で操作することが可能となっています。 

 

送信機の使用方法 

・Wind-8送信機には 6000mAhの 2Sバッテリーが内蔵されています。また、送信機上のバッテリーレベル

インジケータ LEDから現在のバッテリーレベルを確認することが出来ます。 

送信機の電源 ON/OFF方法 

1.電源ボタンを 1 回押すことで現在のバッテリーレベルを確認することが出来ます。バッテリーレベル

が不足している場合は充電を行って下さい。 

2.電源ボタンを 1回押した後に再度 2秒以上長押しすることで、送信機の電源を ONにすることが出来ま

す。 

3.送信機使用時、通知音及び送信機上のステータスインジケータ LED により送信機の状態が表示され、

ステータスインジケータ LED が緑色に点灯(スレーブ送信機の場合は青色)している場合は、リンクが

完了している状態であることを表しています。 

4.送信機の電源を OFF にする場合は、2の操作を再度行うことで電源を OFFにすることが出来ます。 

    操作モード：操作モードには各ユーザーの操作習慣に合わせて Mode1 及び Mode2(デフォルト設

定)が用意されています。また、カスタムを行う場合は、DJI GO アプリ内で操作モ

ードのカスタムを行うことが可能となっています。 

Mode1：右スティックでスロットル操作を行います。 

Mode2：左スティックでスロットル操作を行います。 

 
機体間の電波干渉の発生を防ぐ為、同じエリア内(サッカーコートに相当するエリア)では、3 機

以上の機体を同時に飛行させないで下さい。 
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【図15】送信機の電源ON/OFF 

 

送信機の充電方法 

・送信機の充電時は、同梱されている充電器を使用して充電を行います。 

 

【図16】送信機の充電 

 

ジンバルカメラの操作 

・送信機上の“シャッターボタン”、“録画ボタン”、“カメラ設定ダイヤル”、“ジンバルダイヤル”を使用

して、写真/映像の撮影及びカメラ設定の調整、ジンバルの操作等を行うことが出来ます。 

 

【図17】ジンバルカメラ操作 
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［1］カメラ設定ダイヤル 

・カメラ設定ダイヤルでは、送信機から手を放すことなく ISO/シャッタースピード/露出等のカメラ設定

を変更することが出来ます。また、再生画面内ではダイヤルを回すことで、前または次の写真/映像へ

の切替えを行うことが出来ます。 

［2］シャッターボタン 

・シャッターボタンを押すことで写真撮影を行うことが出来ます。また、DJI GOアプリ上でシングル/バ

ースト/インターバル撮影の切替えを行うことが出来ます。 

［3］録画ボタン 

・録画ボタンを押すことで、ビデオ録画を開始することができ、もう一度押すと録画を停止します。 

［4］ジンバルダイヤル 

・ジンバルのチルト角度を調整することが出来ます。 

 

機体の操作 

・製品出荷時、送信機は Mode1に設定されています（日本仕様）。また、本マニュアル内では Mode1での

操作方法を例としてご説明致します。 

 

送信機 

（Mode1） 

機体 

（ は機首方向を表しています） 
操作方法 

 
 

右スティックの上下操作で機体の上昇/下降を制

御することが出来ます。 

スティックが中央に位置している場合、機体はそ

の場でホバリングを行います。 

機体離陸時はスティックを上に倒すことで、機体

を離陸させることが出来ます。 

スティックの入力度合いに応じて、上昇/下降速

度も増減します。 

 
スティックニュートラル：コントロールスティックが中央に位置している状態です。 

スティックを動かす：コントロールスティックを中央から動かします。 
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左スティックの左右操作で機体を旋回させるこ

とが出来ます。 

スティックを左に倒すと機体は反時計回りに旋

回し、スティックを右に倒すと機体は時計回りに

旋回します。 

スティックが中央に位置している場合、機体は現

在の向きを保ちます。 

スティックの入力度合いに応じて、旋回速度も増

減します。 

  

左スティックの上下操作で機体の前進/後退を制

御することが出来ます。 

スティックを上に倒すと機体は前進し、スティッ

クを下に倒すと機体は後退します。 

スティックが中央に位置している場合、機体はそ

の場でホバリングを行います。 

スティックの入力度合いに応じて、前進/後退速

度も増減します。 

  

右スティックの左右操作で機体の左右移動を制

御することが出来ます。 

スティックを右に倒すと機体は右に移動し、ステ

ィックを左に倒すと機体は左に移動します。 

スティックが中央に位置にしている場合、機体は

その場でホバリングを行います。 

スティックの入力度合いに応じて、左右の移動速

度も増減します。 

  

送信機上のジンバルダイヤルを使用して、ジンバ

ルのチルト/パン角度を調整することが出来ま

す。また、DJI GOアプリ上で C1/C2ボタンに機能

を設定することで、ジンバルのチルト/パン角度

操作の切替えを行うことが出来ます。 
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フライトモードスイッチ 

・フライトモードスイッチを使用して、機体のフライトモードを 

 Ｐモード/Ａモード/Ｆモードに切替えることが出来ます。 

 

位置 フライトモード 

Ｆ  Ｆモード 

Ａ  Ａモード 

Ｐ  Ｐモード 

 

P モード(Positioning) 

・機体は GPSモジュールを使用して精確なホバリングを行います。また、P モード下では GPS の受信状態

に応じて以下の 2種類のモードに自動で切替わります。 

P-GPS：十分な GPS シグナルを受信出来ている場合、GPS モジュールを使用して精確なホバリングを行

います。 

P-ATTI：十分な GPSシグナルを受信出来ていない場合、機体姿勢の安定化のみが維持されます。 

 

A モード(Atti) 

・GPSモジュールを使用せずにポジショニングを行い、機体姿勢の安定化のみを維持します。また、十分

な GPSシグナルを受信出来ている場合は RTHを行うことが出来ます。 

 

F モード(Function) 

・SDK機能の使用に対応しています。 

 

 

RTHボタン 

 機体操作時はゆっくりとコントロールスティックを倒して操作を行って下さい。 

 

・フライトモードはデフォルトでは Pモードに固定されており、他のモードへの切替えを行う必

要がある場合は、モバイルデバイスを送信機に接続後、DJI GOアプリ上でカメラビュー画面に

入り、 をタップ後、｢飛行モードスイッチ｣を ONにしてロックを解除する必要があります。 
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・送信機がビープ音を発するまで RTHボタンを長押しすることで RTH を起動することが出来ます。RTHが

起動した場合、RTHボタン周囲の LEDが白色に点灯し、機体は最後に記録されたホームポイントへの帰

還を開始します。RTH 中は、送信機上のコントロールスティックで機体を操作することが出来ます。ま

た、RTH中に RTHボタンを 1 回押すことで RTH をキャンセルして通常操作に戻ることが出来ます。 

 

【図 18】RTH ボタン 

 

モバイルデバイスの接続 

(1)ホルダー側面のボタンを押してホルダーを伸ばします。 

(2)ホルダー上にモバイルデバイスをセット後、ホルダーの高さを調整してモバイルデバイスをしっかり

と固定します。 

(3)USB/Lightning ケーブルを使用して送信機上の USBポートとモバイルデバイスを接続します。 

 

 

【19】モバイルデバイスの接続 

最適なシグナル転送範囲 
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・機体と送信機間のシグナル転送は、機体が下図のような範囲内に位置している状態が最良となります。 

  

【図 20】最適なシグナル転送範囲 

・アンテナの配置位置により、受信するシグナル強度も変化します。また、機体制御時は常に機体が最適

なシグナル転送範囲内に位置するように、情況に応じて方向または距離の調整を行って下さい。 

 

2パイロットモード 

・Wind-8 は 2 パイロットモードに対応しています。2 パイロットモードでは複数人で 1 台の機体を制御

することができ、｢マスター｣送信機では機体の制御を行い、｢スレーブ｣送信機ではジンバル及びカメ

ラの制御を行うことが出来ます。また、スレーブ送信機は最大 3 台まで同時に接続することができ、

各スレーブ送信機上には機体のカメラ映像が転送されます。複数台のスレーブ送信機が接続されてい

る場合、ジンバル制御は初めにスレーブ送信機に設定された送信機上でのみ行うことができ、他のス

レーブ送信機上でジンバル制御を行うことが出来ません。 

 

 

通常モード(送信機 1台のみ接続)時、送信機上ではジンバルダイヤルを使用してジンバルのチル

ト角度の調整のみが行えますが、2 パイロットモード時、スレーブ送信機上ではジンバルのチル

ト/パン/ロール角度を調整することが出来ます。 

 

2 パイロットモードへの切替え 

・マスター/スレーブ機能はデフォルトでは OFFの状態となっている為、本機能を使用する際はマスター

/スレーブ送信機上で設定を行う必要があります。マスター送信機上で接続パスワードを設定後、スレ

ーブ送信機上で接続パスワードを入力してマスター送信機との接続を行います。詳細な設定方法に関

しましては以下の方法をご参照下さい。 

｢マスター｣送信機： 

1.モバイルデバイスを送信機上に接続後、モバイルデバイス上で DJI GOアプリを開きます。 

強い 弱い 

最適な転送範囲 
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2.カメラビュー画面に入った後、画面内右上の送信機アイコンをタップして送信機設定画面に入ります。 

3.送信機設定画面内で“マスター”を選択することで、｢マスター｣送信機として設定されます。 

4.｢スレーブ｣送信機の接続パスワードを設定します。 

 

｢スレーブ｣送信機： 

1.モバイルデバイスを送信機上に接続後、モバイルデバイス上で DJI GOアプリを開きます。 

2.カメラビュー画面に入った後、画面内右上の送信機アイコンをタップして送信機設定画面に入ります。 

3. 送信機設定画面内でで“スレーブ”を選択することで、｢スレーブ｣送信機として設定されます。 

4.画面内下部の検索機能を ONにして、付近の｢マスター｣送信機の検索を行います 

 

5.｢マスター｣送信機リスト内から、接続を行う｢マスター｣送信機を選択後、パスワードを入力して接続

を行います。 
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・送信機が｢スレーブ｣に設定されている場合、機体とのリンクを行うことは出来ません。また、

｢スレーブ｣送信機上では、機体制御を行うことが出来ません。機体とのリンクを行う必要があ

る場合は、DJI GOアプリ上の送信機設定画面内で送信機を再度“マスター”に設定して下さい。 

 

送信機インジケータ LED 

・送信機ステータス LED には、送信機と機体の接続状態が表示れます。また、RTH LED には機体の RTH状

態が表示されます。各インジケータ LED の詳細に関しましては下図をご参照下さい。 

 

 

【21】送信機インジケータ LED 

 

送信機ステータス LED 通知音 ステータス説明 

—  赤色に点灯 ♪起動音 
送信機が｢マスター｣として設定されているが、機体とリン

クされていない状態を表しています。 

 — 緑色に点灯 ♪起動音 
送信機が｢マスター｣として設定されており、機体とリンク

されている状態を表しています。 

ステータス LED 

RTH LED 
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—  紫色に点灯 D-D- 
送信機が｢スレーブ｣として設定されているが、機体とリン

クされていない状態を表しています。 

—  青色に点灯 D-D-♪ 
送信機が｢スレーブ｣として設定されており、機体とリンク

されている状態を表しています。 

 赤色に点滅 D-D-D...... 
送信機エラーが発生している状態を表しています。DJI GO

アプリ上でエラー原因の確認を行って下さい。 

RTH LED 通知音 ステータス説明 

     白色に点灯 起動音 RTHが起動した状態を表しています。 

 白色に点滅 D . . .  機体に RTHコマンドを送信している状態を表しています。 

        白色に点滅 DD .. .. .. 
機体が RTHを開始または自動着陸を開始している状態を表

しています。 

 

送信機のリンク 

・製品出荷時、送信機は既に機体とリンクされた状態となっていますが、他の送信機を使用する場合は、

以下の手順に従って機体とのリンク操作を行う必要があります。 

1.送信機の電源を入れた後、モバイルを接続して DJI GOアプリを開きます。 

2.カメラビュー画面に入り、画面上部の送信機アイコンをタップして送信機設定画面に入ります。 

3.送信機設定画面内で“送信機リンク”をタップします。 

 

4.“送信機リンク”タップ後、送信機上のステータス LED は青色に点滅し、ビープ音を発します。 
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5.USBケーブルを使用して、機体テール LED下部の Micro-USBポートと PCを接続後、PC上で DJI Assistant 

2 ソフトを起動します。 

6.Lightbridge2 を選択後、【設定】画面内に入り【Air System をリンク中です】をクリックすることで

機体と送信機のリンクが開始されます。リンクが完了した場合、送信機上のステータス LED は緑色に

点灯します。 

 

【図 22】DJI Assistant 2 ソフト画面 

 他の送信機を機体とリンクさせた場合、元の送信機と機体とのリンクは解除されます。 
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フライト 
飛行環境条件 

1.風速 10m/s を超えている環境や雪/雨/スモッグ等の厳しい気象環境下では機体を飛行させないで下さ

い。 

2.開けた広い環境で機体を飛行させて下さい。周囲に高層ビルや鉄骨製の物が存在する場合、機体上の

コンパスや GPSへの影響が発生し、機体性能の低下を引き起こする恐れがあります。 

3.人や物が多い環境、高圧線付近、木が多い環境、水辺等では機体を飛行させないで下さい。 

4.携帯電話基地局や電波塔等の高レベルの電磁気を発する物の近くでは機体を飛行させないで下さい。

電波干渉の発生により、機体が制御不能になる恐れがあります。 

5.十分な GPS シグナルを受信出来る環境下で機体を飛行させて下さい。 

6.北極/南極では、GPS 及びコンパスが使用不可となることにより、P モードでの飛行を行うことが出来

ません。 

飛行制限及び飛行禁止エリア 

・無人航空機（UAV）の運用者は、ICAOやFAA、国土交通省などの政府機関や、監督官庁の定めるすべて

の規制、条例に従う必要があります。安全上の理由から、飛行制限は初期設定で有効化されており、

ユーザーが本製品を安全かつ合法的に使用できるようになっています。飛行制限には、高度制限、距

離制限、飛行禁止エリアなどがあります。 

・Pモードでの操作時は、高度制限、距離制限、飛行禁止エリアの機能が同時に働き、飛行の安全を管

理します。Aモードでの操作時は、高度制限のみが有効となり、高度120m以上飛行することは出来ま

せん。 

 

最大飛行高度及び半径制限 

・最大高度及び半径の制限により、飛行可能高度及び距離が制限されます。また、これらの設定はDJI 

GOアプリ上で変更することが出来ます。詳細に関しましては、下図をご参照下さい。 
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・機体が制限エリアを越えた場合、機体の操作を行うことは出来ますが、それ以上遠くに飛行させ

ることは出来ません。また、機体が制限エリアを越えた際に十分なGPSシグナルを受信出来てい

る場合、機体は自動で制限エリア内に戻ります。 

 

 
飛行禁止エリア 
・全ての飛行禁止エリアはDJI公式ウェブサイト(http://www.dji.com/flysafe/no-fly)上に一覧が表示

されています。また、飛行禁止エリアは空港飛行制限エリア及び特殊飛行制限エリアに分かれてお

り、空港飛行制限エリアでは主要空港及び有人飛行機が低空飛行する飛行場等が含まれています。特

殊飛行制限エリアでは国境や重要な施設等が含まれています。飛行禁止エリアの詳細は下記のとおり

です。  

空港飛行制限エリア(GPS有効時)： 

[1]空港飛行制限エリアは、“飛行禁止エリア”及び“高度制限エリア”により構成されています。ま

た、“飛行禁止エリア”では機体の飛行が禁止されており、“高度制限エリア”では、機体の飛行高

度が制限されています。 

[2]空港周辺の半径R2の範囲内は“制限飛行エリア”となっており、その中の半径R1の範囲内は“飛行

禁止エリア”なっており、機体を飛行させることは出来ません。 

※R1の数値は空港の規模や形状によって異なっています。 

[3]機体が“飛行制限エリア”内、“飛行禁止エリア”外を飛行時、機体は高度制限を受け、制限高度は

“飛行禁止エリア”までの直線距離に応じて次第に低くなります。また、DJI GOアプリ上で飛行高

GPSシグナルが強い場合：緑色に点滅 

 飛行制限 DJI GO アプリ 機体インジケータ LED 

最大高度 

機体はDJI GOアプリ上で設定さ

れている最大高度を超えること

が出来ません。 

機体が高度制限に到達し

たことを警告する為の通

知が表示されます。 

無し 

最大半径 

ホームポイントから機体までの

距離は、DJI GOアプリ上で設定

されている最大半径を超えるこ

とが出来ません。 

機体が距離制限に到達し

たことを警告する為の通

知が表示されます。 

機体が最大半径制限に

接近した際に赤色に素

早く点滅します。 

GPSシグナルが弱い場合：黄色に点滅 

 飛行制限 DJI GO アプリ 機体インジケータ LED 

最大高度 

DJI GOアプリ上で設定されてい

る最大高度が≦500mの場合、機

体はDJIGOアプリ上で設定されて

る最大高度以上の飛行を行うこ

とが出来ません。 

DJI GOアプリ上で設定されてい

る高度が＞500mの場合、機体は

500m以上の飛行を行うことは出

来ません。  

機体が高度制限に到達し

たことを警告する為の通

知が表示されます。 

無し 

最大半径 制限無し   

http://www.dji.com/flysafe/no-fly
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度の設定を行うことができ、最大高度は500mとなっています。 

[4]機体が“飛行禁止エリア”から100m以内に入った場合、DJI GOアプリ上に警告通知が表示されま

す。 

 

特殊飛行制限エリア(GPS有効時)： 

[1]特殊飛行制限エリアは、“飛行禁止エリア”及び“警告エリア”により構成されています。 

[2]半径Rの範囲内は“飛行禁止エリア”となっており、機体を飛行させることは出来ません。※Rの数

値は規模や形状によって異なっています。 

[3]“フリーエリア”と“飛行禁止エリア”の間には100mの“警告エリア”が設けられており、機体が

フリーエリアから警告エリアに入った場合、DJI GOアプリ上に警告通知が表示されます。 
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半自動着陸：機体着陸過程において、送信機上のスロットルは使用することが出来ず、それ以外 

のスティックは正常に使用可能な状態となります。また、機体着陸完了後、モーターは自動で停 

止します。 

・機体が“高度制限エリア”または“警告エリア”に入った場合、機体ステータスインジケータ

LEDは赤色に 3秒間素早く点滅後、5秒間現在のステータスを表示してから再度赤色に素早く

点滅します。 

・飛行安全を考慮した上で、空港、高速道路、鉄道の駅、鉄道の線路、市街地、重要な施設等の

近くでは機体を飛行させないで下さい。また、機体は目視可能な範囲内で飛行させて下さい。 
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飛行前の確認事項 

1.送信機及びインテリジェントフライトバッテリー、モバイルデバイスが完全に充電されているかどう

かをご確認下さい。 

2.各パーツが正確にしっかりと取付けられているかどうかをご確認下さい。パーツ上に劣化や破損等が

発生している場合は、パーツの交換を行ってから飛行させて下さい。 

3.プロペラが正確にしっかりと取付けられており、完全に展開されているかどうかをご確認下さい。ま

た、プロペラ上に劣化や破損等が発生している場合は、プロペラの交換を行ってから飛行させてくだ

さい。 

4.ランディングギア上のネジがしっかりと締められているかどうかをご確認下さい。 

5.コンパスのキャリブレーションを行ってから飛行させて下さい。 

6.機体起動後、モーターが正常に回転可能かどうかをご確認下さい。 

7.DJI GOアプリを正常に使用出来るかどうかをご確認下さい。 
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コンパスキャリブレーション 

・機体を飛行させる際は、必ずコンパスのキャリブレーションを行ってから飛行させて下さい。また、

コンパスは非常に干渉を受けやすくなっており、異常が発生した場合、不安定な飛行や最悪の場合は

機体の墜落事故を引き起こす恐れがある為、定期的にコンパスのキャリブレーションを行いコンパス

の最適な状態を保つことを推奨致します。 

・磁鉄鉱/立体駐車場/地下の鋼鉄補強材等の強い磁性干渉を受ける可能性がある場所では、コンパ

スのキャリブレーションを行わないで下さい。 

・キャリブレーションを行う際は、携帯電話/時計等の磁気性を持つ物を身に付けないで下さい。 

 

キャリブレーション方法 

・コンパスのキャリブレーションは、開けた広い環境で以下の手順に従って行って下さい。 

1.DJI GOアプリ上のカメラビュー画面内で上方の機体ステータス一覧をタップした後、画面内のコンパ

スキャリブレーションをタップします。 

2.機体ステータスインジケータ LED が黄色の点灯に変化した場合、機体がコンパスのキャリブレーショ

ンモードに移行したことを表しています。 

3.機体を水平方向に 360°回転させます。成功した場合、機体ステータスインジケータ LEDが緑色に点灯

します。 

4.機首を下方向に向けた状態で水平方向に 360°回転させます。 

 

【図23】コンパスキャリブレーション 

5.キャリブレーション完了後、機体ステータスインジケータLEDが現在のフライトモードに対応する状

態を表示している場合、キャリブレーションが成功したことを表しています。また、機体ステータス
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インジケータLEDが赤色に点灯している場合は、キャリブレーションに失敗したことを表している

為、再度初めからコンパスのキャリブレーションを行って下さい。 

・キャリブレーション完了後、機体ステータスインジケータLEDは赤色と黄色の交互に点滅してい

る場合は、コンパスが干渉を受けている状態を表している為、場所を変更して再度コンパスのキ

ャリブレーションを行って下さい。 

・飛行前にDJI GOアプリを開いた際にコンパスのキャリブレーションに関する通知が表示されてい

る場合は、コンパスのキャリブレーションを行う必要がある為、アプリ上に表示される通知に従

ってコンパスのキャリブレーションを行って下さい。 

 

再度コンパスのキャリブレーションを行う必要がある情況 

1.コンパスエラー発生時(機体ステータスインジケータLEDが赤と黄色の交互に点滅)。 

2.今回飛行を行う場所が前回と異なっている場合 

3.機体の構造上に変更があった場合(例:コンパス取付け位置の変更等) 

4.機体飛行時に深刻なドリフトや真っ直ぐ飛行しない等の異常が発生した場合 

 

自動離陸/着陸 

《自動離陸》 

・機体ステータスインジケータLEDが緑色にゆっくりと点滅している場合、自動離陸機能を使用するこ

とが出来ます。自動離陸機能の使用方法に関しましては、以下をご参照下さい。 

1.DJI GOアプリを開き、カメラビュー画面に入ります。 

2.機体のフライトモードが“Pモード”になっていることを確認します。 

3.飛行前の点検を行います。詳細に関しましては、“飛行前の確認事項”をご確認下さい。 

4.カメラビュー画面上の のアイコンをタップした後、表示されるスライダーを右にスライドします。 

5.機体は自動離陸を開始し、地上から約1.2m程の地点でホバリング状態に移行します。 

 

《自動着陸》 

・機体ステータスインジケータLEDが緑色にゆっくりと点滅している場合、自動着陸機能を使用するこ

とが出来ます。自動着陸機能の使用方法に関しましては、以下をご参照下さい。 

1.機体のフライトモードが“Pモード”になっていることを確認します。 

2.着陸地点の安全性を確認した上で、カメラビュー画面上の のアイコンをタップします。 

3.機体は自動着陸を開始し、着陸完了後にモーターは自動で停止します。 
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モーターの起動/停止 

《モーターの起動》 

・以下の 2 種類の CSC(コンビネーションスティックコマンド)操作を行うことでモーターを起動するこ

とが出来ます。モーター起動後は、スティックを中央の位置に戻して下さい。 

 

 

 

 

《モーターの停止》 

・以下の 2種類の方法でモーターを停止させることが出来ます。 

方法 1：機体着陸後、先ずスロットルスティックを下方向に最大まで倒します(下図内①)。その後、CSC

操作(下図内②)を行うことで、モーターを停止させることが出来ます。モーター停止後は、ステ

ィックを中央の位置に戻して下さい。 

 

方法 2：機体着陸後、スロットルスティックを下方向に 3秒間倒し続けることで、モーターを停止させる

ことが出来ます。 

 

 

 

機体飛行中は絶対に CSC操作を行わないで下さい。飛行中に CSC操作を行った場合、空中でモータ

ーが停止し、機体が墜落します。 

 

フライトテスト手順 

 

1.開けた広い環境下で、機体を平坦な場所に機体後部が操縦者の方を向くように配置します。 

2.送信機及び機体の電源を入れます。 

3.モバイルデバイス上で DJI GOアプリを開き、Wind-8 を選択してカメラビュー画面に入ります。 

4.機体ステータスインジケータ LED が緑色に点滅するまで待ち、CSC 操作を行いモーターを起動させま

す。 

5.スロットルスティックを上方向にゆっくりと倒す、またはアプリ上で自動離陸機能を使用して機体を

離陸させます。 

6.着陸時は、平坦な場所の上空で機体をホバリングさせ、スロットルスティックを下方向に倒して機体

または 
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を下降させます。 

7.着陸完了後、CSC操作を行う、またはスロットルスティックを下方向に 3 秒間倒し続けてモーターを停

止させます。 

8.機体の電源を切ってから、送信機の電源を切ります。 

・飛行中、機体ステータスインジケータLEDが黄色に素早く点滅している場合、機体のフェールセ

ーフRTHが起動したことを表しています。 

・飛行中、機体ステータスインジケータLEDが赤色にゆっくり、または素早く点滅している場合、

機体のローバッテリーRTHが起動したことを表している為、DJI GOアプリ上の指示に従って対応

する操作を行って下さい。 

 

 

 

 

付録 

製品仕様 

 

機体 

対角モーター距離 1520 mm 

推進システム 

型番 E2000カスタマイズモデル 

 

モーター  

固定子サイズ 60×10 mm 

KV値  130 rpm/V 

最大推力  5100g/roter（海抜 0m） 

ESC  

最大動作電流 40 A 

最大許容電圧 52.2V 

対応シグナル周波数  30 ～ 450 Hz 

PWM入力シグナル平均電圧 3.3 V/5 V 

折りたたみ式プロペラ 

材質 高強度エンジニアリングプラスチック  

サイズ 21×70inch 

重量（1枚） 58 g 

フライト 

総重量(バッテリー未搭載) 9.1 kg 
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最大離陸重量 20kg 

動力バッテリー DZ-12000 

ホバリング時間(バッテリー×1)  積載無し：29min，積載 10kg：11min 

ホバリング時間(バッテリー×2) 積載無し：39min，積載 10kg：16min 

最大飛行速度 15m/s 

最大飛行海抜高度  2170 プロペラ：2500m   2195 プロペラ：4500m 

動作環境温度 -10℃ ～ +45℃  

送信機 

型番 GL858A 

動作周波数 2.400 GHz ～ 2.483 GHz 

5.725 GHz ～ 5.825 GHz 

920.6 MHz ～ 928 MHz(日本仕様) 

シグナル有効距離(干渉及び遮蔽無し） 
5 km (FCC) 

3.5 km (CE) 

EIRP  13 dBm @ 5.8 GHz 

20 dBm @ 2.4 GHz 

給電方法  内臓 LiPoバッテリー 

充電方法  DJI指定充電器使用 

出力電力 9 W 

動作環境温度 -10℃ ～ 40℃  

保管環境温度 
3 ヶ月以内：-20℃～45℃ 

3 ヶ月以上：22℃～28℃ 

充電環境温度 0℃ ～ 40℃  

バッテリー 6000 mAh, 2S LiPo 

充電器 

型番 A14-057N1A 

電圧 17.4 V 

定格出力 100 W 

バッテリー(標準装備) 

型番 DZ-12000 

容量 12000 mAh 

電圧 2×22.2 V 

バッテリータイプ 12S LiPoバッテリー 

エネルギー 266 Wh 

重量 3800 g 
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動作環境温度 0℃ ～ 40℃  

保管環境温度 3ヶ月以内：-20℃～45℃ 

3 ヶ月以上：22℃～28℃ 

充電環境温度 0℃ ～ 40℃  

最大充電電力 2400W 
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