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始めに知っておきたいこと・・・

空でもない、海でもない、陸上でもない、第 4 の場所、それが水中。
●アクアモデラーズとは

●自由な発想で挑戦する

ニメや SF が好きな方も多いと思い

水中モデルと聞いてピンと来る人

水中のラジコンの愛好者はあまり

ます。空中や地上では再現できない

はほとんどいないと思います。代表

多くありません。それは、走行場所

動きや宇宙空間にロマンを求める人

的な水中モデルは潜水艦といえば理

が限定されてしまうからです。現在

にうってつけなのが水中なのです。

解しやすいかと思います。つまり、

、関東では横須賀と横浜に使用可能

なにしろ NASA や日本の NASDA

ラジコン潜水艦のクラブ、それがア

なプールがあり、アクアモデラーズ

でも仮想宇宙トレーニングは水中で

クアモデラーズ・ミーティングです

が定期的に走行会を開いています。

行っているのですから。

が、実はちょっと違うのです。

また、関西では、JMSS 日本潜水

自分の好きな潜水艦やＳＦモデル

水中の中で動かすラジコンは潜水

艦模型協会が、神戸のリバーモール

、水中メカ等が自由に操縦できる場

艦だけではありません。ＳＦモデル

にて走行会を重ねています。アクア

所、それが水中なのです。2002 年

を水中用のラジコンにしたり、生き

モデラーズも JMSS も HP で活動

からスタートしたアクアモデラーズ

物のように動くメカを水中用に作っ

内容を公開していますので、興味が

は参加者が増える事で、より多くの

たり、また、深海調査艇をフルスク

ある方はご覧になってください。

情報やアイデアが集まって、世界で

ラッチで作ったりと世界的にも珍し

さて、前置きが長くなりましたが

いモデラーが集まっていることが、

、水中モデルの楽しみについて少し

アクアモデラーズの特長なのです。

お話してみましょう。

も珍しい水中ラジコンモデルクラブ
として活動しています。
熱意と創意工夫、ロマンと大志を

好きな物を好きなように作る、そし

水中を静かに潜行する潜水艦、そ

もって参加すれば、きっと多くの発

てアイデアを共有し、いまだ誰も作

こに魅力を感じる方もいると思いま

見と楽しさを得られると思います。

った事のないものを生み出す、それ

す。また、深海調査にロマンを感じ

それが私たちの挑戦です。

がアクアモデラーズなのです。

る人もいるでしょう。さらには、ア

そこで、こういう風に書いていく
と参加者は特殊な技能を持っている
人達の集まりなのかと思われてしま
うと思いますが、実はそう言う集ま
りでもありません。プラモデルを改
造する人もいますし、完成品を購入
して走行させている人もいます。ま
た、完全オリジナルなメカを作った
り、色々なメカを見ることが好きな
人もいます。つまり、自由な活動、
それが原点にあるのです。
ＡＭＭは海洋研究開発機構の一般公開の体験操縦に協力しています。
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様々な水中モデル
水の中の世界は無限大

アクアモデラーズに登場した様々なモデル
宇宙

スペースシャトル

プトレマイオス

エンタープライズ

宇宙戦艦ヤマト

ヴォイジャー

流星号
ノンジャンル

ＭＪ号
轟天号

アクアレーサー

リアル系

SF 系

小型潜水艇シーガル
潜水Ｑ

メカふぐ

ガトー級

サンダーバード 4 号

Ｕボート

ノーチラス号

イ号 19

Ｕ214

ジュニア

わだつみ

おとひめ

サブマリン 707

富嶽

トリエステ

コーバック号

SS はるしお

青の 6 号

海洋

●自由な発想で自分の好きなモデルを操る
アクアモデラーズに参加している

を購入して走行を楽しむ方もいます

方々は皆さまざまな楽しみ方をして

。アクアモデラーズの楽しみ方は人

います。プロ顔負けの技術をお持ち

それぞれ。各自が自由に自分の好き

の方もプラモを作る感覚で水中モデ

なモデルを走行させています。フリ

ルを作る方もいます。また、完成品

ースタイル、それがアクアモデラー

ズです。
潜水艦、水中メカ、海洋 SF モデ
ル、宇宙船やＳＦモデルなど、水中
だからこそ実現する様々な走行モデ
ルを作っています。

様々なモデル

クラフトメーカー製完成品

海外製キット制作

プラモデル改造潜水艦

プラモデル改造宇宙船

オリジナルメカ

●人それぞれの参加方法
参加者はそれぞれ走行モデルを持
ち寄りますが、その種類は様々です

すし、ＦＲＰで船体を制作する玄人
はだしの方も参加しています。

。自作をしたり海外キットを製作し

楽しみ方は人それぞれですし、そ

たりする方もいれば、プラモ改造を

こで生まれた人間関係から多くの情

する人もいます。また、クラフトメ

報交換も行われています。

ーカーの完成品を購入する方もいま

情報を共有し、いろいろな事を学
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び各々が成長していく、それが新し
い事を挑戦していくアクアモデラー
ズの楽しみの一つにもなっているの
です。水中にはまだ色々な可能性が
残っています。その可能性をアクア
モデラーズは追求していきます。

ラジコンの仕組みとルール・・・

1-1

●電波が伝わって動作する
それがラジオコントロール。
最近は昔と違い、ラジコンのおも
ちゃも安価で手に入ります。ですか
らラジコンカーなどは誰もが一度は
手にしたことがあるのではないかと
思います。スロットルがボタンでス
テアリングも左右ボタン操作という
簡単なトイラジコンと呼ばれる物と
、我々が使うプロポと呼ばれる本格

平尾モデルの本格的な完成販売品

的なものと何が違うのか、まずそこ
から説明していきましょう。

同じバンドは同時に 2 つ以上使えま

おもちゃのラジコンとの最大の違

せん。これも、混信を避けるためで

いはその出力と受信能力です。また

同時に使えるバンドは別の種類で必

、使用する電波は陸上用と空中用と

ず一つだけです。他の人が使ってい

いいう分け方があります。これは使

たら、その人が使い終わるのを待っ

用する時には守らなければならない

てから使用しなければなりません。

規則です。ラジコン飛行機やヘリコ
プターは高速で飛行し、重量もかな

アクアモデラーズではホワイトボ

りあります。もし電波が混信して操

ードでバンド管理を行っていて、使

縦不能になって墜落したら大変なこ

用中はマーク付けて誰もが一目でわ

とになります。事実、墜落して不幸

かるルールを設けています。

にも人にあたって死亡事故が起こっ
たケースもあるのです。ですから、

それでは、ラジコンの簡単な動作

陸上用のラジコンに空用のラジコン

の説明をしていきます。まず操縦者

電波を使った場合、もしそばでラジ

はプロポという送信機を使って操縦

コン飛行機を飛ばしていたら、墜落

します。プロポのレバー（スティッ

させてしまう事になりかねません。

ク）はスロットルや舵、上下動の為
の潜舵を動かします。

このラジコン用の送信機の電波は

このプロポから出た電波をモデル

数百メートル届きますので見えない

の中の受信機が受け取って命令を伝

ところでも危険な場合があると言う

えます。命令はアンプと呼ばれるス

ことを知っておいてください。また

ピードコントローラと、サーボと言

、使用できる電波はバンドと言って

う小型のモーターユニットに伝わり

使用可能な周波数の中で 8 つに決め

ます。

られています。

ですからこの 8 つ

の中から選択して使用するのですが、

自衛隊のＳＳはるしお級

サーボモーターはスティック操作
に忠実に反応し、スティックを動か
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小型サーボ / 受信機 / アンプ例
した量だけモーターが動き、それが
舵や潜行舵を動かします。もろんス
ティックを戻せば、舵も同じように
戻ります。

この精度の高さが、お

もちゃのラジコンと一線を引くとこ
ろです。
微速前進から全速力まで、緩やか
な潜行から急潜行、急浮上など、自
在にコントロールできることが本格
的なラジコン操作の醍醐味であると
いえるでしょう。プロポ本体や受信
機一つでもトイラジがいくつも買え
てしまう値段ではありますが、値段
なりの性能がありますし、それが必
要であることも知っておいてくださ
い。

ラジコンの仕組みとルール・・・

1-2

使用可能な電波
27Ｍｈｚ

01 番から 12 番までの 12 バンド

40Ｍｈｚ

61、63、65、67、69、71、73、75 の 8 バンド

2.4Ｇｈｚのプロポセットは電波が水中に届かないため使用不能
72Ｍｈｚは空用の帯域なので使用不可

ラジコンの電波は水中には届くが減衰していく。
アクアモデラーズの実験では 40Ｍｈｚ帯は水深 5ｍ程度、25ｍ〜30ｍの広さのプールで使用可能。
トイラジと言われる安価なモデル
では水深 50cm 届けばいい方です。
水中で使用するにはやはり本格的な

なりませんが、それでそれでは、興
ざめしてしまいます。
現在わずかに残ったプロポを購入

ラジコンの電波バンドに関しては
陸用と空用の専用バンドがあります
。しかし水中用というカテゴリーは

プロポセットが必要になります。で

するか、オークションで 40Ｍｈｚ

ありませんので、水中カテゴリーは

すが、昨今 2.4GHz 帯のプロポが主

のプロポを手に入れるかという選択

陸用 / ボート用の物を使うことにな

流となり 40MHz 帯のプロポはほと

しか残っていないのが現状ですが、

ります。そしてあくまで自己責任と

んど販売されていません。2.4GHz

オークションでもよく見かけますか

なります。周波数を具体的に言うと

のプロポというのは空いている周波

らまったく入手不可と言うことでも

車用によく使われる 27Ｍｈｚの 01

数を細かく自動的に選択できるため。

ありません。普通はその便利性から

番から 12 番までの 12 種類のバンド

バンド管理が必要ありません。です

40Ｍｈｚから 2.4ＧＨｚへ移行する

と 40Ｍｈｚの 61 番から 75 番まで

から現在は主流になっています。

ときに 40Ｍｈｚのプロポを手放し

の 8 つのバンドが使用出来ます。

ところが、2.4Ｇｈｚ帯というの
は波長が短く、水中で水に吸収され

たりしますので、まだ入手が可能で

つまり同時走行は 27Ｍｈｚの 12
バンドと 40Ｍｈｚのプロポに 8 バン

あると思われます。

てしまうため、水中用にはほとんど

どのプロポを選択するかはビギナ

ド限られます。40Ｍｈｚでも 77 か

使用できません。アクアモデラーズ

ーでは判断が難しいことではありま

ら 85 までの 6 バンドは空用に割り

のテストでは 30ｃｍも潜るとコント

すが、アクアモデラーズを見学した

当てられているので陸上用には使用

ロールが出来なくなります。

り、先達から教えてもらえばさほど

できません。また、72Ｍｈｚは空用

苦労はしない状況で入手可能である

のバンドなので水中用には使用でき

と思います。

ません。

この場合、エクステンションアン
テナを付けて水上に出しておかねば
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ラジコンの仕組みとルール・・・

1-3

●何のための多チャンネル
プロポにはチャンネル数が違うも
のがあります。これは何をさせるか
によって選択が変わってきます。
たとえば水中機動を考えた場合に
必要なチャンネル数とは何かをまず
説明いたしましょう。プロポのチャ

フタバ 9ｃｈ

フタバ 6ｃｈ

ＦＦ9

6ＥＸ

車用 2ｃｈプロポ

ンネルには 1ｃｈに一つの動作を割

元の機動に必要なチャンネル数は最

あればほとんど必要なメカの追加は

り当てられます。つまり、スピード

低 3ｃｈと言うことになります。

可能になります。また、車用はスロ

コントロール用のスロットルに 1ｃ

さらにバラストタンクの注排水メ

ットルとステアリング操作の２ｃｈ

ｈ、左右旋回用の舵に 1ｃｈ、上下

カなどが必要な場合さらにチャンネ

が基本なので、水中用には適しませ

昇降用の潜舵に 1ｃｈ、つまり 3 次

ル数が必要になります。通常 6ｃｈ

ん。

●プロポの電波は 2 種類ある。

ーフ機能を搭載しています。

同じプロポでもＰＣＭとＰＰＭと
いう 2 種類の電波があります。これ
は受信機の仕様が 2 種類あるのでそ
れに合わせてプロポの電波を切り替
える必要があります。
発信する電波と受信する受信機が
同じでなければ受信出来ません。
一般的にＰＣＭの方がノイズに強い
とされ、電波状況が悪いときに受信
機側で電波が来ていないことを判定
できるため、その場合どういう動作

通常はＰＰＭ方式の方が受信機が
小型で安価なためＰＰＭもよく使わ
れています。
ＰＰＭとＰＣＭの切り替えは通常
プロポの設定で切り替えることがで
来ます。受信機側はＰＰＭかＰＣＭ
のどちらかの方式になっています。
送信側と受信側が同じ種類同士で
ある必要があります。フェイルセー
フに関しては潜水艦の機能自体によ
って動作が変わります。

ＰＰＭとＰＣＭ表示の例

を自動的に行うかというフェイルセ

●バンド変更はクリスタル交換で
プロポと受信機には同じバンドの
クリスタルという発信、受信に使う
パーツを対で使用します。このクリ
スタル交換でバンドの変更が出来ま
す。

クリスタルセット
送信機用はＴｘ
受信機用はＲｘ
それぞれ同じバンド数の物を
使用し、プロポにはバンド表
示する。

クリスタル交換が不要なシンセサ
イザー方式という物もあります。こ
れはクリスタルではなくモジュール
化した発振装置で、つまみを使って
バンドが変更できます。やや高価で
すが、クリスタルを複数そろえるの
-
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ならかえって利便性は高いかもしれ
ません。

プロポ用だけでなく受信

機もシンセサイザータイプがあり、
クリスタル交換なしにバンド変更が
行える物もあります。
また、受信機側にはシングルコン
バージョン用 / デュアルコンバージ
ョン用と言うのがあり、クリスタル
はそれぞれ専用のものが必要なりま
すので違う種類のクリスタルでは動
作しないので注意が必要です。受信
機の仕様確認は購入時には必須です。

ラジコン潜水艦の仕組み・・・
●基本的な 2 つの潜行方式
ラジコン潜水艦には大きく分け

2-1
ダイナミカルダイブは浮力調整
装置を持たず、前に進む力で舵が

て 2 つの潜水方式があります。一

船体を上下に移動させる方式です。

つはダイナミカルダイブ、もう一

バラストダイブは舵だけでなく、

つはバラストダイブです。

バラストタンクの中に水を入れて

浮力自体を変えて沈んだり浮いた
りすることが出来る方式です。
これは本物の潜水艦と同じ原理
です。

ダイナミカルダイブ概念
潜水するには潜舵を下げ舵にして進みます。すると後ろが上がり前が下がるように傾くので、その勢いで潜っていくのが
ダイナミカルダイブです。潜舵を動かすだけなので構造が簡単でバラストタンクを使えないような小型艦に使われています。

バラストダイブ概念
潜水するにはバラストタンクに水を入れて浮力を減らして沈んでいきます。このとき潜舵を併用する事もあります。
浮上するにはタンク内の水を排出して浮力を増加させて浮上します。このとき潜舵を併用すると効果が早く浮上させること
が出来ます。

方式的にリアルな反面、制作コストやパーツのコストが高価になるデメリットもあります。また、ギミック

の大きさから小型艦には使用しにくいと言う面もあります。

ダイナミカルダイブの変則的なバリエーション。
宇宙戦艦ヤマトの 3Ｄノズル

潜水Ｑの回転潜行方式

ポンプで噴射した水流を曲げる

あらかじめ角度が付いた固定式の
潜舵を船体に固定し、2 基のスク

事で方向を変える 3Ｄアクティブ

リューで船体を回転させることで

方式。前に進む力を利用するので

潜行浮上を行う斬新なメカ。

はなく、そもそも最初から舵とし
ヤマトの 3Ｄノズル

て方向を変えるので効率がよい。

●史上最強のＤBAS 方式

みずよんさんの潜水Ｑ

潜水浮上は回転しながら垂直方向
に移動する。

の容量を変化させるピストンバラス

でガスと併用すると微妙なコント

タンクの水の排出にガスを使用す

ト方式もあります。これは空気室の

ロールが可能になります。

るガスバラスト方式もリアルな反面、

容量変化をす早く行えるので細かな

平尾モデルのはるしおに搭載さ

若干反応が遅いという弱点がありま

調整が出来る反面、容量が少いので

れている D-BAS システムは両方

す。バラストの調整方法はガスだけ

大きな浮力変化は望めません。

を組み合わせた理想的な浮力調整

ではなくピストンを使ってシリンダ

ですが、微調整が素早く行えますの

システムといえるでしょう。
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ラジコン潜水艦の仕組み・・・
●船体の基本的構造

2-2

1. ドライハル
船体内部はすべて空気室になっ

水中モデルの船体構造は大きく分
けて 3 つあります。

3. ウエットハル
必要なメカだけ防水してあり、

ていてバラスト重りを搭載して浮

それ以外の所はすべて水が入って

力調整する。

満たされている方式。

2. セミドライハル
メカ室やバッテリー室などま

基本的な構造はこの 3 つです。また

とまって空気が入っているが、

、それぞれメリット、デメリットがあ

それ以外の場所は水で満たされて

り通常はモデルによって使い分けられ

いる方式。

ている。

●ＷＴＣ ウォータータイトシリンダー
ラジコン潜水艦の中で一番ポピュ

また、ダイナミカルダイブ用の W

ラーなのがこの方式です。円筒形の

TC だけでなく、小型のガスバラスト

筒の中にメカ、モーター、バッテリ

タイプも販売されているので、より

ーなどすべてが内蔵され、このシリ

リアルに動作する潜水艦を手軽に製

ンダーを潜水艦に中にセットすれば、

作することが可能です。

比較的簡単にラジコン潜水艦が造れ

弱点は円筒形の筒型が基本なので、

ます。海外製品もありますが、日本

ＳＦモデルなどの筒状でない船体に

では関西のたもつ模型が製造販売し

は不向きだと言うことでしょう。

ています。汎用性の高さが魅力です。

●分散型水密ボックス

（WTC はたもつ模型店で扱っています。）

水中モデルの中にはＳＦモデルも
多数存在しています。この場合、W
TC が装着できないモデルも出てき
ます。その場合、メカだけ防水して
複数のボックスに分散させて配置さ
せる方法もあります。
船体内のスペースがある場所にメ
カを最低限の大きさのボックスに入
れて水密化し、分散配置で必要なメ

カを組み込む方式です。水密ボックス
には市販品はありませんのですべて自
作する必要がありますが、モデル毎に
作るので、原則的にどのような形でも
メカが入るスペースを確保できればラ
ジコン化が可能になります。
まさに創意工夫の世界ですので、自
作するのが好きな方にはいいかもしれ
ません。

●スクリュー以外の推進装置
ＷＴＣを使用する以外の水中モデ
ルの中にはＳＦモデルも多数存在し
ています。この場合、スクリューを
船外に出したくなかったり、ダクト
ファンのような構造をとれないとき
に、安価で比較的簡単に作れるパワ
ーユニットがあります。それが灯油

ポンプとバスポンプを改造したパワ
ーユニットです。ラジコンに使用す
るには多少の改造が必要ですが、耐
久姓もあり信頼性の高い推進装置に
なります。改造方法は BlueWorld
のＨＰに紹介されています。ＳＦ艦
にはうってつけのユニットです。
-
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改造灯油ポンプ

改造バスポンプ

小型艦に最適

中型艦位まで使用
可能。

ラジコン潜水艦の仕組み・・・
●メカ構成例

2-3

Y̲D̲Docks 宇宙戦艦ヤマトの走行装置配線

ノズル制御上下リンクへ
アンテナ

サーボ

受信機

ノズル制御左右リンクへ
バッテリー

サーボ

アンプ

サーボが各 1ｃｈ使用するので合計 3ｃｈ分で 3 次

受信機で受けた情報がサーボやアンプに伝わり、

元機動を行っています。実際はのこのモデルには波

アンプはポンプの出力を調整し、サーボはノズルの

動砲メカと砲塔旋回メカを搭載しているので合計 5ｃｈ

動きを制御します。その電力は充電式バッテリーか

を使用しています。

ら供給されています。走行装置はアンプで 1ｃｈ、

●メカ構成例

平尾モデル

ポンプユニット

ＳＳはるしおのシステム配線

浮力微調整ピストン動作用

サーボ
バラストガスタンク動作用

サーボ
左右舵リンクへ
アンテナ

サーボ

受信機

潜行舵リンクへ
バッテリー

サーボ

アンプ

トンは大型の強力なサーボを使用し圧力変化を作り

走行用にはアンプと 2 つのサーボを使い 3ｃｈで

出しています。走行、潜行浮上用ので合計 5ｃｈを

動作します。また、バラストタンクの注水とガス放

使用する高度な浮力調整システムです。

出は一つのサーボで行われ、補助浮力調整用のピス

-

モーター
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ラジコン潜水艦の仕組み・・・2-4
ラジコン潜水艦の中で上級者の使

これは、市販品もあればＡＭＭのメ

な機能追加装置であることが実証され

用しているモデルには電子装備を組

ンバーがオリジナルで開発してメンバ

ています。自作モデルの製作になれて

見込んでいる物があります。その代

ーに提供してくれている物もあります

きたら、ぜひ搭載してみてください。

表的なものを説明いたしましょう。

。ですが、使ってみると非常に効果的

手放せなくなります。

●走行補助装置
ピッチコントローラー（水平維持装置）とデプスコントローラー（深度維持装置）
ラジコン潜水艦の中で操縦補助と

操縦中に潜行舵のスティックをニュー

的に維持してくれる装置です。水圧を

して効果が高いのがピッチコントロ

トラルに戻すと艦の傾きを自動的に水

感知して潜行舵をコントロールして深

ーラーとデプスコントローラーです

平に戻してくれます。また水平走行中

度を維持します。

。水上から操縦するときの艦の姿勢

に水流などの影響で艦が傾いても自動

どちらも潜行舵を自動操作しますが

が判断しにくい時に、艦を自動的に

的に水平状態に戻してくれる装置です

、ピッチコントローラーはどの深度で

水平にしてくれるのがピッチコント

。これは潜水艦操縦を補助してくれる

も水平維持してくれますのでデプスコ

ローラーです。

装置です。

ントローラーより操縦は面白いかもし

機械式と電子式のものがあり、そ

また、デプスコントローラーはピッ

れぞれ利点があるので、モデルの性

チコントローラーが水平を維持してく

格に合わせて選択できます。動作は

れるのに対して、設定した深度を自動

れません。

●マグネットスイッチ
ラジコン潜水艦の装備で一番利用
価値が高いのがマグネットスイッチ
でしょう。マグネットスイッチとは
磁石を使って非接触状態で電源のオ
ン / オフが出来るスイッチです。
水中で使用するモデルは通常のス
イッチでは使えないので防水スイッ
チが必要になります。しかし、船体
外にスイッチを出すのはスケールモ
デルとしては避けたいところです。

船体を開けてそこに防水スイッチを
配置しておく方法もありますが、走行
前や走行後に船体を開けるまでスイッ
チ操作ができません。そこで作られた
のがマグネットスイッチです。船体を
開けずに外部から磁石の力でリレーを
動作させて電源をオンオフさせること

チからの漏水を完全に防ぐことが出来
るようにもなります。
販売されている物には、アンプと一体
型のものもありますので使用するモデ
ルに合わせて選択することも可能です
。これは一度使うと手放せなくなる装
置といえます。

が出来れば取り扱いが楽になります。
また、非接触ですから、スイッチを
防水区画内に配置することで、スイッ

●ＬＥＤ発光回路

アクアモデラーズは海洋研究開発
機構でのミーティングも行われてい
ます。ここのプールは室内なので、
やや薄暗い環境でもあります。
メンバーのモデルには潜水艦、ＳＦ

モデルを問わずＬＥＤ電飾を配置して

は有効です。

いる艦も多いです。水上からの視認性

防水加工や、配線、電流や抵抗の計算

を上げるためのものでもありますが、

知識が必要にはなりますが、搭載した

水上から見ると光が美しく、昼間の屋

い装備の一つです。

外では全く役に立たない装備もここで

-
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水中ビークル / ラジコン潜水艦情報
●水中ビークル / ラジコン潜水艦を始めるには
1. 走行場所
河川や池、湖などは船体やメカにトラブルがあると回収不能になってしまいます。
なるべく走行会を実施しているクラブの走行会への参加をおすすめします。
関東ではアクアモデラーズ・ミーティングが、追浜の海洋研究開発機構のプールや
横浜プールセンターでの走行会を行っています。神戸ではＪＭＳＳが走行会を行っ
ていますので、近くの方はぜひ見学してみてください。また、その他の地域でも
やってみたい有志が集まれば、走行場所の交渉などＡＭＭが協力いたします。

2. モデルの入手
工作に自信があってラジコンの知識がある方はぜひ自作モデルを制作してください。
自分では作れないが趣味として始めたい、と言う方はクラフトメーカーのキットや
完成品を入手されることをおすすめします。
関東では平尾モデル、関西ではたもつ模型が調整済み完成モデルの販売をしています。
手っ取り早く始めたい方は完成モデルをお薦めします。水中モデルを楽しむ最短距離な
のは間違いありませんし、余計な手間をかけずに購入後も調整の楽しみや持つことの充
実感を味わえます。
ＳＦモデルなどはほとんどがプラモ改造で制作されているため、自作したいときには
ＡＭＭメンバーに製作情報を聞くのも近道です。様々なノウハウが集積されているため
多くのメンバーと親しくなれば、自作へ必要な情報はすぐに集まると思います。
また、海外キットも出回っていますが、海外キットを製作するにはかなりの工作技術
と知識が必要になります。腕に自信がある人以外は手を出さない方が無難です。製作代
行込みで販売されているケースもありますから最初はそう言った所を利用する方が良い
と思います。

3. ネットの情報
アクアモデラーズ・ミーティングのＨＰとそのリンク情報をくまなく調べればほとん
どの有益な情報は入手できます。ＡＭＭのミーティングの開催日や、工作やパーツ情報、
製作情報などが入手可能になっています。

●アクアモデラーズ・ミーティングについて
造り手が自分の大好きなものを形にできるミーティングであると同時に、
造り手以外の人に対しても夢を育めるミーティングでありたい・・・
「アクアモデラーズ・ミーティング」は、関東を中心に活動をする水中Ｒ/Ｃを
愛好するクラブです。主な活動は月一度の走行会と情報交換、社会的なイベン
ト協力など趣味を中心にして人々に夢を与える活動を行っています。
アクアモデラーズ事務局
ＴＥＬ

平日 10:00〜17：00

ＦＡＸは 24 時間受付

・アクアモデラーズ事務局（平尾モデル内）

0467-76-7926 （FAX 兼）
-
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水中モデルＦＡＱ
●Frequently Asked Questions

よくある質問

1. アクアモデラーズ・ミーティングについて
Ｑ：アクアモデラーズとは何ですか？
Ａ：水中モデルを愛好する人たちが作った水中ラジコンクラブです。どなたでも参加できます。
Ｑ：入会費や参加費はかかりますか？
Ａ：入会金はありません。年会費は走行会の会場使用料として年間 10000 円〜15000 円程度かかります。
正会員以外にビジター制度もありますので各会場ごとに参加費をお支払いいただくことで参加も可能です。
Ｑ：入会方法や参加方法を教えてください。
Ａ：アクアモデラーズのＨＰに詳しく記載されていますのでご確認ください。

2. 走行会への参加
Ｑ：走行会はいつ行われているのですか？
Ａ：ほぼ毎月一回行われています。スケジュールはＡＭＭのＨＰにて公開されていますのでご確認ください。
開催場所、開催時間なども確認できます。
Ｑ：参加申し込み方法は？
Ａ：海洋研究開発機構への入構に関しては住所 / 氏名 / 電話番号を事前に提出しなければなりません。
初めての方はＡＭＭ事務局へ連絡先を提出していただきます。
参加者用のメーリングリストも用意してありますので、案内確認や情報交換用にご利用ください。
Ｑ：持ち込むモデルの制限はありますか？
Ａ：海洋研究開発機構では原則的に水上艦は使用できません。（レスキューボートや撮影艇などの特殊用途艇を除く）
水中モデルであれば、スケールモデル /ＳＦモデル / 水中メカを問いませんがプールを汚すおそれがあるものは不可です。
根岸のプールセンターのミーティング時には水上艇の持ち込みも可能です。ただしエンジンボートは不可です。
Ｑ：集合場所と使用する交通機関を教えてください。
Ａ：原則的に現地集合現地解散となります。海洋研究開発機構へは開催日が休日のため京急追浜駅からのバスが
ありません。駐車場はありますので自家用車を利用してください。京急追浜駅からタクシーと言う方法もあります。
根岸のプールセンターは京浜東北線根岸駅から徒歩 5 分程度です。駐車場もありますので自家用車でお越しください。
** 参加方法やＭＬ情報などＡＭＭのＨＰに詳しく記載されていますのでそちらも確認してください。

3. その他
Ｑ：ラジコン潜水艦を購入したいのですが？
Ａ：アクアモデラーズのＨＰのリンク情報をご覧ください。クラフトメーカーやパーツ情報を提供している
ＨＰへリンクしてあります。完成品やキット、自作用のパーツなども見つかると思います。
Ｑ：ラジコンの講習会はありますか？
Ａ：講習などはしていませんが、ミーティングを見学して参加者に質問してみてください。みなさん親切に
教えてくれます。最初は誰でも初心者です、そう言うコミュニケーションの中で学んでいくことも大切です。
また、メーリングリストでも情報交換が可能です。

2011 AQUA MODELERS MEETING
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