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　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、
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ドローンの技術的側面

　1.　はじめに

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体
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　マルチロータ型ドローンの技術的側面について解説する。まず現在、広く用いられて
いるマルチロータ機に共通するメカニズムやハードウェア構成、GPSを用いた自動飛行
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　I describe the technical aspects of multirotor-type drones. First, I explain the 
typical mechanisms and hardware configuration for current multirotor aerial 
vehicles, and automatic flight using GPS. Next, I summarize technical issues and 
prospects where further research and development will be needed for future 
applications. I also describe research and development aiming to further expand the 
range of application of drones, such as work in high places, development of 
multirotors with more degrees of freedom, and introduction of machine learning for 
perception and control.

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

下ノ村和弘＊

Kazuhiro SHIMONOMURA＊

立命館大学理工学部ロボティクス学科
Department of Robotics, College of Science and 
Engineering, Ritsumeikan University
原稿受付日　2019 年 5 月30日
掲載決定日　2019 年 7 月11日

＊

─現状および課題と展望─



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　2.　マルチロータ技術の現状
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マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.1　電動マルチロータ型ドローン



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体
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的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.2　マルチロータ機の飛行移動の原理

Fig.3　電動マルチロータ機の典型的なハードウェア構成



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ
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ドローンの技術的側面

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

　3.　技術的課題と展望



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　4.　ドローン応用を拡げる研究開発の動向

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪
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やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ

Fig.4　機体上部のグリッパで機体を固定して高所作業を行う飛行
　　　ロボット11）

Fig.5　ワイヤ懸架ハンドによるロングリーチマニピュレーション

Fig.6　位置を固定したままピッチ方向に機体を360度回転できる
　　　 飛行ロボット14）



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

　5.　おわりに

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー
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レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ



　「ドローン」は、人が搭乗せずに遠隔操作、ある
いは自動操縦により飛行する無人航空機を指す呼称
として用いられている。ドローンの開発は軍事用途
を目的として始まり、第2次世界大戦中にはアメリ
カ軍により使用されたといわれている。日本では、
1980年代に世界に先駆けて民間の産業応用を目的
とした無人ヘリコプターがヤマハ発動機によって開
発され、農業における農薬散布を中心に広く普及し
た。これは、プロペラが１枚のシングルロータ型で

あった。現在、ドローンの代表となっているマルチ
ロータ型では、2010年にフランスのParrot社からAR.
Droneが、2012年には中国のDJI社からPhantomが
発売され、ドローンという言葉が一般にも広く知ら
れるようになった。現在では、空撮やドローンレー
スなどの趣味としての利用だけでなく、産業応用が
進んでおり、空撮による映像コンテンツの制作、土
木測量、インフラ点検、監視・警備、農業（農薬散
布や生育状況把握）、物流、災害対応や火山観測な
どの幅広い分野で市場を形成しつつある。
　現在の産業応用において中心的な位置づけにある
のは、4つから8つのプロペラをモーターによって
回転させて飛行する電動のマルチロータ機である

（Fig.1）。ドローンの形態はこれだけではなく、固
定 翼 型、回 転 翼 型、VTOL（vertical take-off and 
landing）型、飛行船型に大きく分類できる。まず、

マルチロータ機の特徴を捉えるために、それぞれの
形態のドローンの特徴を整理してみたい。固定翼型
は、主翼に発生する揚力を用いて前進飛行するため、
飛行効率が良く、長距離かつ高速移動が可能である。
一方で、ホバリングは不可能であり、離着陸に滑走
のための広い場所を必要とするなど、運用上は不利
な点もあり、主に軍事用途や観測、長距離輸送用と
して普及が進んでいる。回転翼型は、ホバリングや
垂直離着陸が可能なため、運用が比較的容易である。
メインロータが一つの従来のヘリコプターは、回転
中にプロペラのピッチ角を傾けるために複雑な機構
が必要であったが、電動のマルチロータ機は、フレー
ムにモーターを固定し、プロペラを付けるだけでよ
く、構造が簡単である。近年は小型軽量なオートパ
イロットができ、バッテリーの高性能化もあり、電
動マルチコプタの劇的な普及につながっている。一
方、機体重量と同じ推力をロータによって発生させ
る必要があり、飛行効率は低い。また、現状のマル
チロータ機は、飛行速度が遅く、飛行時間も短い上
に、ペイロード（積載量）も大きくない。これらが
応用における制約となっている。VTOL型は、ロー
タによって垂直離着陸やホバリングを行う回転翼機
モードと、主翼揚力によって飛行する固定翼機モー
ドを切り替えることができ、固定翼型と回転翼型の
メリットを併せ持つ。一方、飛行モードの切り替え
のために、機体の一部あるいは全体の姿勢を大きく
変える必要があり、その機体構造や制御は複雑にな
る。飛行船型は、大気よりも軽いヘリウムなどの機
体を気嚢（きのう）に充填し、浮力により浮上する。
浮上自体には燃料を必要とせず、長時間の飛行が可
能である。垂直離着陸も可能である。一方で、ペイ
ロードに応じて必要な気嚢の体積が増え、運用に必
要なスペースは大きくなる。
　以上の比較から、電動マルチロータ機の特長が
浮かび上がってくる。すなわち、飛行時間や飛行

速度は他方式に比べて小さいものの、垂直離着陸
やホバリングが可能なため、運用が容易である。
それに加えて、小型で構造が簡単であることから、
低コストで機体が用意でき、保守も容易である。
モーター、バッテリー、姿勢センサー、組込みコ
ンピューターなどの構成要素それぞれの高性能化
と低コスト化によって、安定して飛行できる機体
が低価格で提供されるようになり、極めてコスト
パフォーマンスが高いことが爆発的な普及の理由
であると考えられる。本稿では、現在の産業応用
において中心的な位置づけにあるこの電動マルチ
ロータ型のドローンに絞り、その技術的側面につ
いて、現状、技術的課題とその展望、および研究
開発の最新動向について述べる。

　2-1　マルチロータのメカニズム
　マルチロータの利点の一つは、機体構造が簡単な
ことである。シングルロータヘリコプターの可変
ピッチ角機構のような複雑な構造を必要とせず、フ
レームにモーターとプロペラを固定するだけでよ
い。飛行移動の制御はすべて各プロペラの回転数を
精密に制御することによる。
　Fig.2に、マルチロータの飛行移動の原理を、4枚
のプロペラを持つクアッドロータを例に示す。ク
アッドロータは、4枚のプロペラが回転して生み出
す推力（TΣ）により浮上する。空中で静止するホ
バリングは、この推力とドローン機体にかかる重力
が釣り合った状態である。推力の方が大きくなれば
上昇し、小さくなれば下降する。ホバリングのため
には機体姿勢を水平に保つ必要があり、このために
4枚のプロペラの回転数（ω1 ～ω4）を同じにする。
ただし、反トルクによるヨー方向回転を抑制するた
めに、隣り合うプロペラの回転方向は互いに逆向き
にする。前後左右に移動するには、プロペラを傾け
ることで進みたい方向への分力を得る。各プロペラ
はフレームに固定されているため、機体ごと傾ける
ことになる。図では、ω1を大きくし、ω3を小さくし
ている状態を示している。この場合には、トルクτ2

が大きくなり、機体はプロペラ3の方向へ進む。機
体の方位角を変えるためには、前述の反トルクによ
る機体回転を利用する。図では、時計回りに回転す
るプロペラの回転数を大きくし、反時計回りに回転
するプロペラの回転数を小さくすることで、トルク
τ3を発生させている状態を示している。より具体

的な解説として、マルチロータのチュートリアル記
事１）などがある。
　プロペラが4枚のクアッドロータは、3次元空間
を移動するドローンの最小構成であり、重量の小さ
い小型ドローンでよく用いられる。また、プロペラ
が6枚のヘキサロータも一般的に広く用いられる。
プロペラが8枚のオクタロータも用いられることが
ある。プロペラの数が多いことでより大きな推力を
得られ、モーターが一つ故障した場合にも飛行継続
できるこれらの機体は、高画質なカメラやレーザー
計測器など重量の大きな機器を搭載する比較的大型
の機体で用いられることが多い。
　2-2　マルチロータのハードウェア構成
　クアッドロータの典型的なハードウェア構成を
Fig.3に示す。前節で述べたように、マルチロータ
においては、ホバリング時に姿勢を水平に保つこと
も、前後左右に移動することも、各プロペラの回転
数の調整による姿勢制御となる。機体を所望の姿勢

にするには、現在の機体の姿勢を知り、それらの間
の差を0にすることを目標としたプロペラ回転数の
制御を行う必要がある。このための計算を行うのが、
フライトコントローラである。多くの場合、フライ
トコントローラは、機体の現在の姿勢を知るための
姿勢センサー IMU（Inertial measurement unit）を
内蔵する。IMUは、角速度を得るジャイロセンサー、
加速度センサー、方位角を得る電子コンパスから構
成される。これらのセンサーの情報を統合して、3
軸機体姿勢を計算し、フライトコントローラに提供
する。フライトコントローラは、目標姿勢との差か
ら各プロペラの必要な回転速度を計算し、その制御
信号を各モーターに送る。この信号を受け取り、モー
ターに流す電流を制御するのがESC（Electric speed 
controller）である。ドローン用のモーターとして、
ブラシレスDCモーターが用いられる。これは、回
転数やトルクを正確に制御でき、高効率、長寿命で
あることが理由である。マニュアル遠隔操作の場合、
プ ロ ポ の 操 作 指 令 はTransmitterか ら 無 線 で
Receiverに送られ、この指令をもとに目標姿勢が
決められる。その他のセンサーとして、IMUでは
捉えられない機体のゆっくりとした並進移動（ドリ
フト）を検出するためのカメラも搭載されることが
ある。高度を知る気圧センサーと、緯度・経度の位
置情報を取得するGPS（Global positioning system）
は、自動飛行のために使われる。これについては、
次の節で述べる。
　電池も、もちろん重要な構成要素である。フレー
ム長0.5m程度の小型マルチロータでも瞬間的には
数十アンペアの電流を必要とする場合があるため、
高出力が可能な電池が必要である。現在は、リチウ
ムポリマー電池が広く利用されている。電動マルチ

ロータの現状での制約の一つは、連続飛行時間が
20分程度とあまり長くないことである。従って、
連続航行距離は5 ～ 6km程度となり、これが用途
を制限する。電池技術については、3－3節でも述
べる。
　2-3　GPSに基づく自律飛行
　人間の直接目視とマニュアル操作による飛行は、
操作者から200 ～ 300m以内の範囲が限界である。
それよりも遠くまで飛行が必要な、輸送や観測・測
量などへの応用においては、あらかじめ設定した
ルートに沿って自動的に飛行できる機能がドローン
に求められる。このような自律飛行機能やそれを有
するフライトコントローラを、オートパイロットと
呼び、多くの市販のフライトコントローラに実装さ
れている。飛行ルートの設定は、ウェイポイントと
呼ばれる目標位置（緯度、経度、および高度）をあ
らかじめ所望の飛行ルート上に指定し、フライトプ
ランを作成する。ドローンに搭載されたGPSなど
のGNSS（Global Navigation Satellite System）か
ら取得した自己位置情報に基づいて、次々とウェイ
ポイントを通過していく、ウェイポイント飛行が広
く用いられる。
　GPSによる自己位置計測は、通常1 ～ 3ｍ程度の
誤差を含む。用途によっては、より高い自己位置計
測精度が求められる。このような場合に利用できる
より高精度な測位システムも市販されており２）、セ
ンチメートルオーダーの自己位置計測精度が可能と
されている。
　目視外の広範囲を移動するGNSSベース自律飛行
においては、フェイルセーフ機能が必須である。多
くの場合、通信が途切れた場合やバッテリー残量が
少なくなった場合に、自動的に着陸するか、あるい
は自動的に帰還する機能が搭載される。

　3-1　非GPS環境下での自己位置推定とナビ
ゲーション

　建築物による遮蔽でGPSの信号が十分に取得で
きない都市部の低空や屋内などでは、GPS信号に頼
らずに自律飛行する機能が求められる。オンボード
のセンサー（カメラやレーザーレンジファインダ、
IMU）により取得した周囲の情報や自機の運動情
報をもとに、地図を作成しながら、同時に自己位置
を推定するSLAM（Simultaneous localization and 
mapping）が主な手法となるが、小型ドローンの場

合には、オンボードの組込みコンピュータによる限
られた計算パワーで、十分に高速かつ信頼性の高い
結果を得ることは、いまだチャレンジングな課題で
ある。
　ペンシルバニア大学やチューリッヒ大学などの研
究グループは、オンボードのステレオカメラと2D
レーザーレンジファインダを搭載した小型ドローン
を用いて、瞬間的には15m/sに達する速度での屋
外および屋内の自律飛行に成功している３）。また、
カメラ画像による環境認識と環境認識結果に基づく
飛行制御を、それぞれ分けることなく、オンボード
カメラ画像と、それに対する機体の飛行制御コマン
ドとをニューラルネットワーク等の機械学習によっ
て直接結びつけることで、ロバストな自律飛行を実
現するアプローチも近年盛んに行われており、複数
の決められたゲートを順番に通り抜けるドローン
レースを自律飛行で行った研究もある４）。機械学習
の活用については、4－3節でも述べる。
　3-2　飛行中の衝突回避技術
　飛行中のドローンが何かと衝突することを避ける
ために、後述の飛行管制システムのように、すべて
のドローンの位置を把握するシステムを前提とし
て、個々のドローン同士が適切な距離を保ちながら
飛行できるように制御するフレームワークも考えら
れるが、不測の事態も含めて、より広い状況に対応
するためには、オンボードのセンサーやプロセッサ
を用いて、個々のドローンがそれぞれ衝突回避を行
える方がよい。このような技術は、マニュアル飛行
か、自律飛行かによらず必要である。前節で述べた
オンボードシステムによる自律飛行は、局所的な環
境情報をセンシングするため、障害物回避機能も含
むが、鳥や他のドローンのような動く対象物との衝
突回避や、高速飛行時に障害物を回避するためには、
環境認識や地図更新の速度が問題となる。すなわち、
センサーや処理系が十分に高速かつ低遅延であるこ
とが求められる。例えば、前節で挙げたペンシルバ
ニア大学やチューリッヒ大学の研究グループのド
ローンは、2Dレーザースキャナによる環境地図の
更新速度が1.5Hzであり、これが衝突回避能力の制
限となっている。従って障害物回避には、より応答
速度の速い環境認識および制御機構が必要となる。
　カメラと超音波センサーを使って建築物など固定
の対象物に対して衝突を防ぐシステムは、市販のド
ローンにも搭載されているものがある５）。また、
チューリッヒ大学の研究グループは、イベントベー

レータによる作業範囲を広げるなどの活用が期待さ
れる。
　4-3　AI技術の導入
　ディープラーニングなどの機械学習をはじめとす
る、いわゆるAI（Artificial intelligence）技術の活
用がさまざまな分野で進んでいる。ドローン関連分
野も例外ではない。外観検査などの用途において、
撮影画像からの異常検出のような後処理に機械学習
が適用される例は以前から多いが、最近、ドローン
の自律飛行制御にAI技術を活用する試みが増えて
いる。特に、カメラなどのオンボードセンサーを用
いた環境認識に基づく自律飛行においては、カメラ
画像による環境認識と、その環境認識結果に基づく
飛行制御をそれぞれ分けたモデルベースの制御で
は、さまざまなバリエーションを持つ現実の環境に
対応することが難しいことが問題となる。そこで、
機械学習を用いて、カメラ画像と飛行制御コマンド
を直接対応付けることで安定した自律飛行制御を実
現することが試みられている。ディープラーニング
でこれを実現するには、ネットワークの入力側と出
力側のデータのセットを大量に学習データとして収
集する必要があり、これらをどのように設定するか
が重要なポイントの一つとなる。当然、特定の場所
を撮影したカメラ画像で学習を行ったネットワーク
は、別の場所ではうまく動かないことも問題になる。
　チューリッヒ大学のグループは、市街地で建物や
障害物を避けながら、ドローンを自律飛行させるた
めのディープニューラルネットワークDroNetを提案
している15）。入力のカメラ画像に対して、DroNet
は衝突を避けながら飛行を続けるための進行方向
と、衝突の危険度を表す指標を出力する。また、大
量の学習データを集めるための現実的な手法とし
て、自動車等で収集したデータを用いる方法を提案
している。同グループではまた、ドローンレースの
コースの自律飛行を、ディープラーニングを用いて
実現している４）。ドローンレースは、複数のゲート
を次々と通過しながら、決められたコースをできる
だけ早く飛行するタスクである。カメラ画像から、
ニューラルネットワークは最も近いゲートの相対位
置・姿勢（ドローンとゲートの相対的な位置と姿勢）
とその不確定性に関する情報を出力する。これらの
情報を基に、観測の不確定性を考慮しながらゲート
位置を地図上でマッピングし、相対位置・姿勢の情
報を基に、ウェイポイント（通過点）を設定しながら、
それを通過する飛行軌道を計画する。この手法によ

り、ゲートの一部が隠れたオクルージョンなどの状
況が起こっても飛行を継続できる。約25m×15mの
コースを周回した場合の成功率は、飛行速度2m/s
ならば100%であると報告されている。

　本稿では、現在の産業応用において中心的な位置
づけにある電動マルチロータ型ドローンの技術的側
面について、現状と技術的課題、および展望につい
て概観した。また、ドローンの活用を拡げる研究開
発の最新動向についても、いくつかの視点から解説
した。
　ドローン関連の研究成果が議論される学術会議と
して、International Conference on Unmanned Aircraft 
Systems（ICUAS）がある。また、ロボティクスの
代表的な国際会議IEEE International Conference 
on Robotics and Automation（ICRA）やIEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots and 
Systems（IROS）でも、毎年多くのAerial robotics
のセッションが設けられる。2019年5月にカナダ・モ
ントリオールで開催されたICRA2019では、併せて開
催されるワークショップの一つとして、「The Future 
of Aerial Robotics: Challenges and Opportunities」
が開催された16）。ここでの話題は、物理的接触を伴
う作業を行う飛行ロボット、飛行しながら変形する
飛行ロボット、機械学習技術を活用した自律飛行制
御などが多かった。
　ドローン要素技術の性能を高めると同時に、安全
性や効率的な運用を確保するための技術開発と、
AI技術やマニピュレーション技術などの関連技術
の導入により、さらに広い産業分野において、有効
かつ安全にドローン技術が活用されることが期待さ
れる。
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スカメラと呼ばれる低遅延の特殊な小型カメラを用
いて、数m先から7～8m/sの速度で投げられたボー
ルを、ホバリングしながらかわす機能を実現してい
る６）。用いられたイベントベースカメラのレイテン
シは、マイクロ秒オーダーである。一方、電線のよ
うにボリュームがなく、センサーによって検出しづ
らい対象物に対する衝突回避や、時速30kmを超え
るような、より高速の飛行時における衝突回避技術
については、今後の研究開発が期待される。
　3-3　電池技術　
　現状の電動マルチロータでは、バッテリー容量の
制約から、連続飛行時間が20分程度とあまり長く
ないことが制約の一つである。現在は、リチウムポ
リマー電池が広く利用されている。リチウムポリ
マー電池やリチウムイオン電池は、ノート型パソコ
ンやスマートフォンなどの携帯電子機器用にも広く
普及しており、小型化、低コスト化が進んでいるた
め、現状では最も使いやすい。一方で、体積や重量
あたりのエネルギーは上限に達しているといわれて
おり、よりエネルギー密度の高い電池の開発が期待
されている。
　最も期待されるのは、水素燃料電池である。すで
に複数の企業やプロジェクトが、燃料電池を採用し
たドローンを開発しており、マルチロータ型のもの
でも、5kgのペイロードで１時間の飛行が可能なも
の７）や、最大3.5時間の連続飛行が可能なもの８）な
どが発表されている。
　リチウム空気電池は、リチウムポリマー電池の5
倍以上のエネルギー密度を持つとされている。複数
の企業や研究機関が開発を進めており９）、実用化が
期待される。
　3-4　無線通信技術　
　ドローンには、遠隔操縦やオンボードカメラから
の画像伝送、また、飛行中の機体の各種情報（GNSS
自己位置データやバッテリー容量残量など）の伝
送など、空中の機体と地上のオペレーター側との
間で随所に無線通信技術が使われる。ドローン用
の無線通信には、主にラジコン操縦用微弱無線、
無人移動体画像伝送システム、小電力データ通信
システムなどの無線システムが用いられている。
市販のドローンでは、無線LAN機器が用いられる
ことも多い。また、携帯電話ネットワーク網を上
空で利用する例もある。
　ドローンのより高度な活用のために、無線通信技
術に対しては、高画質な映像を遅れなく伝送したい、

より長距離の通信を可能にしたい、また、遮蔽物や
電波干渉の影響を受けないようにしたい、信頼性を
高めセキュリティを確保したい等の要求がある。高
速・大容量・低遅延の次世代通信方式5Gは、ロボティ
クスを含むさまざまな分野で活用が期待されている
が、ドローン関連分野においても、高画質のオンボー
ドカメラ映像をリアルタイムで伝送できることを活
かして、警備などの用途に利用が見込まれている。
　3-5　飛行管制システム
　多数のドローンが同じエリア内を飛行する状況で
は、それぞれのドローンが安全かつ効率的に飛行で
きるように管理するシステムが必要である。各ド
ローンのフライトプランを集中管理することで、ド
ローン同士や有人飛行機、また建築物などとの衝突
を防ぎ、飛行禁止区域を避けた運航を保障する機能
が求められる。ドローンの飛行管制システムは、UTM

（UAV Traffic Management）とも呼ばれ、すでに
世界各国で多くの企業により開発が進んでいる。ド
ローンを用いた荷物配送のようなサービスが大規模
に展開されるには、エリアごと、業種ごとの管理を
超えた、より広域的かつ標準的な飛行管制システム
が必要になる。日本国内での標準化や国際標準化に
向けた動きが注目される。

　4-1　物理的接触を伴う作業のための飛行ロボット
　橋梁やトンネル、風車やダム壁面、高層建築物な
どの保守をはじめとする高所作業は、人間の作業者
にとって大きな危険を伴うものであるため、ドロー
ンに期待される応用の一つである。カメラのような
非接触の計測装置を用いた検査は、すでに実利用の
段階にある。一方で、建築物壁面の打音検査のよう
に、物理的な接触を伴う作業はまだ研究段階であり、
実利用に向けた研究開発が期待される。
　難しさの一つは、作業のための正確な位置決めと
接触力の調整である。多くの場合、作業点に対して
正確に位置決めをする必要があるが、ドローン本体
のホバリング位置をcmオーダー以下の精度で保持
することは難しい。屋外で風などの外乱が働く場合
にはなおさらである。ドローンの位置が揺らげば、
それに取り付けられているロボットアームなどの効
果器と外部構造物との接触力も揺らぐ。このような
場合、ロボットアームにコンプライアンス機構など
の柔軟性を持たせ、位置の揺らぎを吸収することが
研究されている10）。また、ドローンに搭載した車輪

やグリッパなどによって機体を外部に固定すること
で、ドローンの動きに拘束を与え、位置の変化を防
ぐ方法も提案されている．例えば、Fig.4の飛行ロ
ボット11）は、機体上部に搭載したグリッパで高所
の構造物をつかむことで機体を固定する。これによ
り、風などの外乱による揺れを低減できる。その上
で、機体下部に搭載されたもう一つのマニピュレー
タで作業を行う。プロペラを停止することで比較的
長い時間作業を続けられる。高圧電線の異物除去作
業などの応用が考えられる。
　また、検査作業などでは、ドローンがどの場所に
いるのかを正確に知り、目標の場所にナビゲートす
るために、自己位置推定技術が重要になる。さらに、
ドローンに作業のための装置を搭載することで、飛
行時間が短くなる。長時間の連続作業が必要な場合
には、移動範囲は限られるが、有線給電も視野に入
れることができる。
　作業点が狭い場所の場合や、ドローンのプロペラ
が発生するダウンウォッシュの対象物への影響を回
避したい場合に、長いロボットアームを備えた飛行
ロボットが提案されている。Fig.5の飛行ロボット
は、ロボットハンドをワイヤで吊り下げることで、
機体から3ｍ下に作業点を設定できる。ロボットハ
ンドに取り付けられたダクテッドファン（円筒形ダ
クト内にプロペラを収めたもの）によって揺れを抑
え、ピックアンドプレイス作業を実現している。
　4-2　より多自由度のマルチロータ機の開発
　マルチロータの利点の一つは、2－1節で述べた
ように、フレームにモーターとプロペラを固定する
だけという機体構造の簡単さである。一方で、この
構造から、3次元空間中で独立して制御できる自由
度が、前後・左右・上下の移動とヨー方向の回転に
限定される。すなわち、位置を保ったまま機体を傾

けることはできない。
　この制約をなくし自由度を増やすために、任意の
位置、姿勢を取ることができるマルチロータが研究
されている。典型的なものは、マルチロータ機のプ
ロペラをそれぞれ傾けることができるチルトロータ
機構である12）。ドローン本体の位置を保ったまま姿
勢を大きく変えることができる。例えば、スイス連
邦工科大学チューリッヒ校で開発されたVoliro13）

は、プロペラをそれぞれフレームアーム軸回りに回
転させ、任意の姿勢を取ることができる。本体の姿
勢を垂直にしたり、裏返したりすることも可能であ
る。これにより、さまざまな角度で構造物に接触検
査を行うなどの利用ができる（Fig.6）14）。このよ
うな多自由度のマルチロータは、前節のような接触
作業への応用において、機体に取り付けたマニピュ


