
トイドローン飛行練習会基本練習マニュアル～舞スペシャル～

トイドローンの室内練習に対する考え方

・必ずトイドローンの後ろに立つようにしましょう

　トイドローンの操縦は機体の後ろに立つのが基本です。

　時計の向きで言うと 12時の方向に機体が見えればOKです。
　操作に慣れるまでは機体が 3時や 6時や 9時の方向にならないように心がけ、
　向きが変わってしまったら、元の 12時の位置に戻すようにしましょう。

・危険を感じたらとにかくモーターOFF

　緊急時にはとにかく無理をしないでゆっくりとスロットルを一番下にして

　回転を止めるのが先決です。

　姿勢が悪くても、多少ぶつかったり転んだりしても、とにかくモーターさえ止めれば、

　ブレードが傷ついたり折れる程度でモーターにまで被害は及びません。

　パニックになってモーターを止め忘れてしまうと、

    墜落した後に地面でバタバタと暴れて、
　さらに被害が大きくなり、モーターの破損につながります。

・面倒くさがらない

　練習中に機体の向きが難しい方向で着地したり、部屋の隅に流れていった場合なども、

　面倒くさがらずに、手で拾いにいき、元の位置に戻しましょう。

　手で戻したくないという気持ちになることが上達への励みになります。

　無理な姿勢で続けようと頑張っても転倒や壁にぶつかるだけです。

　また、飛行中に不具合を感じたら、

    面倒くさがらずにすぐにメンテナンスを行いましょう。
　調子の悪い機体で練習していてもいつまでたっても上達しません。

　墜落のたびにキャリブレーションを行い、

   ブレードの破損具合を確認し曲がりがあった場合は
　即交換しましょう。

・拾いにいくときはプロポを持って歩かない

    機体を拾いにいくときプロポを小脇に抱えて移動すると、機体を拾った時、
　プロポのスティックに指が当たり、機体が暴れだして大変危険です。

　拾いにいくときはプロポを安全な安定した場所へおくことを心がけましょう。
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・体で覚えよう

　スティック操作は体で覚えましょう。

　初めて自転車に乗れるようになった時のことを思い出してみてください。

　バランス感覚は一度体で覚えてしまえば頭で考える前に

　条件反射のように自然に手が動くようになるものです。

　指が勝手に動くようになるまで繰り返し練習しましょう。

　実際に練習する前に充分なイメージトレーニングをしておくと効果があります。

・目標を持とう

　まずは小さな目標を立てて取り組みましょう。「1分以上ホバリングを続けたい」
 「机の上に着地させてみたい」「友人に自慢したい」といった明確な目標を
    持って練習しましょう。
　目的がはっきりすれば、達成するための勇気や、学習する意欲が出てきて頑張れます。

　トイドローンで練習した後、「空撮機を自由に操りたい」

 「ドローンレースへ出場したい」など将来の夢があると、さらによいと思います。

・こまめに休憩を入れよう

　つい熱中しすぎて時間を忘れてしまいがちですが、

　長時間の連続使用は電子機器への負担が大きいため、

   こまめに休憩を取るよう心がけましょう。
　予備電池を使って続けたい場合も、モーターがさめるまで休憩しましょう。

　練習を終了する場合は電源の切り忘れに注意しておきましょう

　機体の調子が悪いところがあればメンテナンスしておきましょう。

・前後がわかりやすい機体で練習しよう

　トイドローンは小さい機体が多く、屋外で空高く上げてしまった時や、

　屋内でも遠く離れてしまった時などに前後がわからなくなりがちです。

　前後色違いの LEDの付いた機体のほうが視認性がよくロストの防止にもつながります。

・ヘッドレスモード・高度維持機能・GPSは使わずに練習しよう。

　さまざまな便利な機能が出てきてますが、基本の習得にはすべて妨げといえます。

　あくまで自分の腕でトイドローンを飛ばせるよう練習しましょう。

　その技術が、本格的なドローンにステップアップする時にいきてきます。
　

・送信機（プロポ）がある程度大きいＲＴＦセットを選ぼう。

　ナノサイズのトイドローンはプロポも小さいことが多いです。

　小さくて扱いにくいプロポになれてしまうと変な癖が付き、

　ステップアップの妨げになりかねません。

　スマートホンをプロポに使用する場合もブルートゥースなどで、

　ゲームパッドを使って練習しましょう。

※飛行練習メモ欄に練習日時、○△×などを記入し、日々の練習に役立ててください。
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・基本操作を覚えよう
 （国土交通省航空局標準無人機飛行マニュアル｛平成 28 年 8 月 1 日版｝を元に）

　はじめに

　国土交通省航空局標準無人機飛行マニュアル（以下マニュアル）には

 「基本的な操縦技量の習得」として

 「プロポの操作に慣れるため以下の操作を容易にできるようになるまで

    10時間以上の操縦練習を実施する」

　とあります。

　これは本格的なドローン（1 個のバッテリー、持続時間約 20分）を想定して

    作られた時間指標ですので、トイドローンが安定して飛行できる時間は、
    本格的なドローンの四分の一の約 5分が主流ですので

    10時間はかなり無理がありますが、総飛行時間などは特に気にせず、

    とにかく楽しんで練習しましょう。

　ただ基本の操作の標準としてはよくできているので、

   トイドローンからはじめる場合には飛行標準となる距離を

   機体サイズに合わせ直して練習します。
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※マニュアルには

　「離着陸」

　「操縦者から 3 ｍ離れた位置で 3 ｍの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
　 とあります。トイドローンで練習の場合、基本室内、

      機体はかなり小さい場合が多いので、
　「3 ｍ離れた」を「1.5 ｍ離れた」に、

　「3 ｍの高さまで」を「目線の高さまで」に変更して、

　 練習するものとします。

☆項目 1
　「トイドローンによる離着陸」

　「操縦者から 1.5 ｍ離れた位置で目線の高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
　 これを目標に進めていきます。
　

課題 1：まずは浮かせてみよう

　一番最初に覚える操作はスロットル（上昇・下降）です。

　「ローターが回転して発生させた揚力」が

    「機体の総重量」を超えると機体が離陸します。　

　　・機体の後ろに立ち、スロットルをゆっくり上げていきます。

　　・スロットルをゆっくりあげていくと、ローターの回転が少しずつ速くなります。

　　・ちょっと浮いたら、すぐ降ろす。浮いたらすぐ降ろすという操作を繰り返します。

　　　いわゆる「カエルとび」の練習でモーター回転のフィーリングを体で覚えましょう。

　　・降ろすときはドスンと降ろさずそーっとやさしく降ろすことを心がけましょう。

　　□上昇高度が 30 センチ以内の低空ではローターの吹き降ろしの風が跳ね返る影響で、

　　　いろんな方向へ機体が流れようとしますが、ここではあまり機にせず、

　　　流れたら手でもとの位置に戻すか、

           自分が機体の後ろ側に移動するなど工夫してみてください。

　　□前後左右に大きく流れる場合はトリムで補正してみてください。
　　

　

飛行練習メモ
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  課題 2：機種の向きを変えてみよう

　前項で練習した「浮上」に次の操作として「ラダー」を加えてみることにします。

　　・「浮上＋ラダー左」→「着地」→「浮上＋ラダー右」→「着地」を繰り返して、
　　　機体の向きが左右に回転することを確かめましょう。

　　□ラダー操作は、機首方向をパイロットの向きを同じにするために必要なので、

　　　しっかり練習しましょう。

　　□機首方向が 12時の位置にある位置が基本です。
　　□機体を見るときに機首方向を意識してコックピットに乗っているつもりで

      　 操縦しましょう。
　　□機体が遠くに流れていったときは取りに行って元の位置に戻しましょう。

飛行練習メモ

課題 3：床面を滑らせてみよう

　地面を滑らせながら移動することを「タキシング」といいます。

　ただ床を這い回るのでは意味がありませんので、

　部屋の中央にテープなどを貼ってヘリポートとなる位置を決めましょう。　　

　　・離れた場所から地面を滑らせてヘリポートへ戻る練習をします。

　　・「エルロン」と「エレベータ」のスティックをどちらに操作すれば

　　　ヘリポートへ戻れるかを考えます。

　　・課題 1で練習した「浮上」に次の操作として「エルロン」か「エレベータ」を

　　　ひとつだけ加えると進むことができます。

　　・「浮上＋エレベータ」→「着地」→「浮上＋エルロン」→「着地」というふうに

　　　繰り返してヘリポートへ戻る練習をしましょう。

　　・最後はどの位置からでもヘリポートへ戻れる練習をしましょう。

　　□「エルロン」と「エレベータ」を同時に組合わせて操作すると

　　　機体は斜めに進むこともできます。

　　□機体が勝手に流れて、機首方向が変わっている場合は課題 2のラダー操作によって

　　　12時の方向に戻しましょう。

飛行練習メモ
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課題 4：高度を上げてみよう

　はじめは勇気がいるかもしれませんが、少し勢いをつけて

　一気に「目線の高さ」間で浮上させましょう。

　高度を上げたほうが吹き降ろしの風の影響がないため、

　床面近くよりも安定感がよいのがわかります。　

　　・「目線の高さ」間で一気に上昇しましょう。

　　・なるべく長い時間同じ高さを保てるようにスロットルを操作します。

　　・流れ始めたらゆっくりスロットルを下げて静かに着地させます。

　　・これを繰り返してスロットルワークに慣れてください。

　　・これを 5回安定して行えるまで練習しましょう。
　　□「目線の高さ」より高く上げすぎると怖く感じるため、

　　　「腰の高さ」から「目線の高さ」の間でとどめるようにしましょう。

　　□機体が勝手にどちらかの方向に流れていく場合は、
　　　一度着地させてトリムレバーで微調整しましょう。

　　□機体の向きが変わった場合は浮上して「ラダー」を操作して機首を

           12時の方向に戻しましょう。

飛行練習メモ

※マニュアルには

　「ホバリング」

　「飛行させる者の目線の高さにおいて、

　 一定時間（5分間）の間、ホバリングにより指定された範囲内（半径 1 ｍの範囲内）に

     とどまることができること」とあります。トイドローンでの練習の場合、
     バッテリーの耐久時間の関係で

   「一定時間（5分間）」を「（1分間）」として練習します。

☆項目 2　
　「トイドローンによるホバリング」

　「飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間（1分間）の間、

　 ホバリングにより指定された範囲内（半径 1 ｍの範囲内）に

      とどまることができること」
　 これを目標に進めていきます。
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課題 5：その場にとどまってみよう

　課題 2のヘリポートを使います。この状態でも充分ホバリングといえますが、

　まずは移動しないでその場にとどまったまま浮いていられるように

    という練習になります。
　　・ヘリポートから目線の高さまで一気に浮上させます。

　　・機体が流れようとしたら。「エルロン」「エレベーター」を使って、

　　　流れる方向と反対の方向に「当て舵」します。

　　・流れたら「当て舵」、流れたら「当て舵」を繰り返して、

　　　同じ場所（半径 1 ｍの範囲内）にとどまれるように粘ってみましょう。

　　・ここまでできたら、ホバリングはほぼ完成といえます。

　　・余裕ができたら時間を計り 1分間維持できるかチャレンジしてみましょう。

　　□当て舵に気を取られすぎて高度が上下しないようにしましょう。

　　□当て舵のイメージは「丸いお盆」の上で「ボール」を転がす感じです。

　　□当て舵の方向が少しずれている場合は機体が螺旋状を書くように逃げていきます。

　　□機体の向きが変わった場合は、浮上したままラダーを操作して

　　　機首方向を 12時の方向に向けましょう。

飛行練習メモ
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※マニュアルには

　「左右方向の移動」

　「指定された離陸地点から左右方向に 20 ｍ離れた着陸地点に移動し、

     着陸することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
　 とあります。トイドローンでの練習の場合、屋内練習が基本なので

　「20 ｍ」を「3 ｍ」として練習します。

☆項目 3
　「トイドローンによる左右方向の移動」

　「指定された離陸地点から左右方向に 3 ｍ離れた着陸地点に移動し、

　 着陸することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
　これを目標に進めていきます。

※マニュアルには

　「前後方向の移動」

　「指定された離陸地点から前後方向に 20 ｍ離れた着陸地点に移動し、

     着陸することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
　 とあります。トイドローンでの練習の場合、屋内練習が基本なので

　「20 ｍ」を「3 ｍ」として練習します。

☆項目 4
　「トイドローンによる前後方向の移動」

　「指定された離陸地点から前後方向に 3 ｍ離れた着陸地点に移動し、

      着陸することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」
     これを目標に進めていきます。
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 課題 6：前後左右に移動しよう

　これもホバリングの練習ですが、先ほどとは違い自分の行きたい方向に

    移動する練習になります。
　　・まずは目線の高さでホバリングさせます。

　　・機首を 12時の方向に保ったまま、好きな方向へ移動させてみます。

　　・部屋のどの位置でもホバリングができるように練習しましょう。

　　・左右方向、前後方向それぞれ 3 ｍの場所ににテープなどを貼って、

       　着陸してみましょう。

　　・余裕があれば元の位置に戻って静かに着陸させましょう。

　　・これを左右方向・前後方向それぞれ 5回安定して行えるまで練習しましょう。
　　□当て舵に気を取られすぎて高度が上下しないようにしましょう。

　　□当て舵のイメージは「丸いお盆」の上で「ボール」を転がす感じです。

　　□機体の向きが変わった場合は、浮上したままラダーを操作して

　　  機首方向を 12時の方向に向けましょう。

　

飛行練習メモ
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課題 7：定点着陸

　イスや低い台の上にヘリポートを作り、着陸できるようにしましょう。

　床面での定点着陸よりも台の上のほうが風の影響が少ないので楽にできますが、

　失敗すると台の上から落ちるという緊張感で真剣さが増します。　

　　・まずはヘリポートの上でホバリングします。

　　・前後左右に流れないように「当て舵」をしながらゆっくりと高度を下げていきます。

　　・30 センチぐらいの上空で姿勢が安定したら最後はスロットルワークだけで、

　　　スーっと思い切って降ろすのがポイントです。

　　・着地したらすぐにローター回転を止めましょう。

　　・左右方向、前後方向それぞれ 3 ｍの場所ににテープなどを貼って、

       　定点着陸を意識して行ってみましょう。

　　・余裕があれば元の位置に戻って静かに定点着陸させましょう。

　　・これを左右方向・前後方向それぞれ 5回安定して行えるまで練習しましょう。
　　□着地寸前で微調整しようと粘りすぎると、

　　　やはり地面効果で風が跳ね返って難しくなります。

　　

飛行練習メモ
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課題 8：進入着陸

　着陸もカッコよく余裕で決められるように、

　いろいろなパターンを練習しておきましょう。

　進入着陸は高い場所から前進しながら高度を落として

　目標地点に着陸させる高度なテクニックです。

　・まずは高い位置でホバリングしながらヘリポートの方向に機首を向けます。

　　このときの立ち位置は機体の側面がよいでしょう。

　・「エレベータダウン」でゆっくりと前進しながら高度を落としていきます。

　・なるべく機体が傾斜しないように水平方向を保ったまま降りてくるのがポイントです。

　・地表近くで「エレベータアップ」と「スロットル」をわずかに「当て舵」を当てて、

　　機体をぴったり静止させるようタイミングをはかります。

　・着地したらすぐにローター回転を止めましょう。

　・左右方向、前後方向それぞれ 3 ｍの場所ににテープなどを貼って、

        進入着陸を意識して行ってみましょう。

　・余裕があれば元の位置に戻って静かに進入着陸させましょう。

　・これを左右方向・前後方向それぞれ 5回安定して行えるまで練習しましょう。
　□着地寸前で微調整しようと粘りすぎると、

　　やはり地面効果で風が跳ね返って難しくなります。
　　

飛行練習メモ
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※マニュアルには

　「水平面内での飛行」

　「一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」

　 とあります。

　 さあ、ここまでの集大成です。

   今までの課題と次の課題をクリアしミックスして、練習の成果を見せましょう。

　 吹き返しの風の影響を受けるため、あまり大きいもの（家具など）を

　 目印にするのはお勧めできません。

　 小さな箱などを自分でわかるものを目印にして練習しましょう。

☆項目 5
　「トイドローンでの水平面内での飛行」

　「一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。

　 この飛行を 5回連続して安定して行うことができること」

　 これを目標に進めていきます。

課題 9：ピルエットに挑戦しよう

　その場でぐるっと 1回転することをピルエットといいます。

　どんな体勢からでも元の姿勢に戻れるために練習します。

　　・まずは目線の高さでホバリングさせます。

　　・ラダースティックを大きく傾けて一気に 360度（1回転）させてみましょう。

　　　はじめは左回転から練習します（スティック操作は引っ張るほうが簡単です）

　　・静止させるときに機首方向が 12時の方向で止まれるかがポイントです。
　　・はじめはドキドキしますが、元のホバリング姿勢に戻れば

　　　姿勢を立て直せるので落ち着いて取り組みましょう。

　　□高度が上下しないようにしましょう。
　　□前後左右のトリムをしっかり合わせておきましょう。

　　　

飛行練習メモ

☆ここまでの課題を反復して練習することで、

トイドローンを操縦できるという自信につながります。

「当て舵」は最初、怖い感じから豪快にスティックを動かしがちですが、

繰り返し練習することで、落ち着いた、静かな、本人以外、誰も気付かない

スティックの動作になって行きます。

充分練習したら、次のステップへどうぞ。　
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「業務を実施するために必要な操縦技量の習得」として

※マニュアルには

　「対面飛行」

　「対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、

　 水平面内での飛行を円滑に行えること」

　 とあります。

   ここから先はトイドローンをさらに

　 自由自在に操れるためのレベルアップの練習となります。

　 対面が克服できればトイドローンはもうマスターしたも同然です。

　 じっくり取り組みましょう。

　☆項目 6
    「トイドローンによる対面飛行」

　「対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、

　 水平面内での飛行を円滑に行えること」

　 これを目標に進めていきます。　

　課題10：側面ホバリング

　　・まずは目線の高さでホバリングします。

　　・ラダーを左に 90度回転させて 9時の方向での横向きの姿勢にしてみましょう。

　　・側面ホバリングのコツは、機体の向きに合わせて自分も体の向きを回転させて

　　　見た目の方向を同じにします。

　　・できるだけ長く横向けの姿勢を維持できるように粘りましょう。

　　・9時の方向と 3時の方向とそれぞれ練習しましょう。

　　□途中で難しくなったら、機首を 12時の方向に向けるか、
　　　ゆっくり着地させましょう

　　□高度が上下しないようにしましょう。

　

飛行練習メモ
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　課題11：対面ホバリング

　　・まずは目線の高さでホバリングします。

　　・ラダーを左に 180度回転させて 6時の方向での対面の姿勢にしてみましょう。

　　・対面の状態ではエレベータとエルロンの操作が逆になります。

　　・対面のコツは「当て舵の逆」になりますので、

　　　流れる方向にスティックを倒せばよいという理屈になるのですが、

　　　頭で考えるよりは、ちょっと操作してみて間違っていたら、

　　　その反対に打てばよいという感じで反射神経で覚えましょう。

　　・何度か繰り返しながら、できるだけ長く対面の姿勢を保てるように粘りましょう。

　　・自信が付いてきたら、課題 6～課題 8までを対面で挑戦してみましょう。

　　□はじめのうちはピルエットを途中で止める、といった感じからはじめ、

　　　あまり前後左右の操作を大きく行わないほうがよいでしょう。

　　□途中で難しくなったら、落ち着いてラダーをさらに左に 180度戻し、

　　　機首を 12時の方向に向けるか、ゆっくり着地させましょう

　　□前後左右のトリムをしっかり合わせておきましょう。

飛行練習メモ
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※マニュアルには

　「飛行の組合」

　「操縦者から 10ｍ離れた地点で水平飛行と上昇・下降を組み合わせて

　 飛行を 5回安定して行えること」

　 とあります。トイドローンでの練習の場合、屋内練習が基本なので

　「10ｍ」を「3ｍ」として練習します。

☆項目 7
  「飛行の組合」
　「操縦者から 3ｍ離れた地点で水平飛行と上昇・下降を組み合わせて

　 飛行を 5回安定して行えること」

　 これを目標に進めていきます。　

　課題12：方形旋回からサークリングへ

　　よりホンモノらしく飛ばすために前に進みながら旋回する集会飛行を覚えましょう。

　　　・まずは目線の高さで側面ホバリングしてみましょう。その状態から、

　　　　ゆっくり「エレベータダウン」で前進→「ラダー左」で 90度向きを変える→
　　　　ゆっくり「エレベータダウン」で前進→「ラダー左」で 90度向きを変える→
　　　　ゆっくり「エレベータダウン」で前進→「ラダー左」で 90度向きを変える→
　　　　ゆっくり「エレベータダウン」で前進→「ラダー左」で 90度向きを変える
　　　　と 4回同じ動きを繰り返すと 1 周して同じ場所に戻ってきます。

　　　・単調なスティック操作で周回飛行ができるのがだんだんわかってくると思います。

　　　・途中で止めずに飛行ルートが円形を描くようになると、

　　　　「サークリング」という連続した旋回飛行になります。

　　　・「ラダー右」の「サークリング」も行い、

　　　　上昇・下降を加えて一連の流れを作りましょう。

飛行練習メモ
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※マニュアルには

　「8の字飛行」

　「8の字飛行を 5回連続して安定して行えること」

　 とあります。練習のやりがいのある課題です。

☆項目 8
　「トイドローンによる 8の字飛行」

　「8の字飛行を 5回連続して安定して行えること」

　 これを目標に進めていきます。

　課題13：往復飛行から 8の字旋回へ

　　・まずは目線の高さで側面ホバリングしてみましょう。その状態から、

　　　「エレベータダウン」で前方に 1ｍ進み「ホバリング静止」、

　　　その場で 180度ターン、

　　　「エレベータダウン」で前方に 2ｍ進み「ホバリング静止」、

　　　その場で 180度ターン、

　　　というふうに目の前を往復飛行できるようにじっくりと練習します。

　　・飛行ルートをやや斜めに走らせて膨らませて飛行させると、

　　　同じスティック操作でそのまま 8の字飛行に展開できます。

　

　

飛行練習メモ
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☆ここまでがマニュアルを元ににしたトイドローンで練習すべき基本項目です。

トイドローンでの練習の後、空撮機なら、いかに静かにカメラワークを意識して飛ぶか、

DIYレーシングドローンなら、FPV独特の高度維持や、カーブでの旋回のふくらみ具合な

どに慣れなければなりませんが、

体を条件反射的に反応させるためには基本が重要ですので繰り返し楽しく練習しましょう。

この「～舞スペシャル～」が皆様の楽しいドローンライフの一助となれば幸いです。

※もっとステップアップしたい人のために１つだけ応用課題を載せておきます。

　ここから先はベテランラジコンヘリ出身の諸先輩方の情報にお任せいたします。

　応用課題14：バンク旋回

　　「サークリング」や「8の字旋回」をだんだんスピードを上げて、

　　さらに小回りの効いた旋回をしようとすると、

　　水平移動だけではうまくいきませんので「バンク旋回」を覚えましょう。

　　バンク旋回での「サークリング」や「8の字旋回」は見ていてカッコいいものです。

　　・これまであまり多用しなかった「エルロン」を使い、

　　　旋回しようとする方向にマストを傾けるようを意識してみましょう。

　　・バンク旋回中の操作を解説すると、

　　「スロットル」で高度を保ちながら、

　　「エレベータ」で前進スピードを加減しながら、

　　「エルロン」で旋回半径を加減しながら、

　　「ラダー」で機首方向を補正する・・・

　　つまり４つの舵を同時に操ることになりますので、

　　ここまで自然にできるようになれば、

　　かなり自由自在に飛ばせる腕前に達したといえるでしょう

　　□バンク旋回はオートバイのコーナリングのように

　　　曲がろうとするカーブの内側方向に傾けるイメージです。

　　□旋回中の機体の向きは、「正面」「側面」「対面」と見え方が

　　　360°グルグルとめまぐるしく変化していますので、

　　　全部の操作を一度に頭で考えてる余裕がありません。

　　　旋回中はできるだけ「エルロン」だけに集中して、

　　　進行方向に対してカーブの「内か」「外か」で判断するとやりやすいようです。
　

　

飛行練習メモ
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