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高精度自動離着陸・航行 ドローン
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RttK―GNSSに よる ドローン自動飛行技術の開発

iシステムリサーチい

徳島大学

的アース・アナライザー

1.はじめに

軍事 目的で開発が開始 された ドロー ンは、

2010年 以降にホビー用途で一般化し、産業用途

で格段の進歩を遂げた。2018年度調査によると

国内の ドローン関連市場は931億 円、2020年 に

は2,185億円になると予想されている (第 1図 )。

その用途では、2016年 には農業用が70%近 く

であったが、2020年では土木 。建築用が急激に

伸び、点検用途を加えると農業用を上回り、今

後ますます土木 。建築、防災関連に活躍の場を

急速に広げていくものと予想されている (第 2

図)。

土木・建築関連用途では現在のところ、

① 工事現場、維持管理周辺の空撮

② 近接撮影

③ 地図作成

④ 二次元地形モデル作成

が主な用途になっている。

工事現場等の空撮としては、客観的な進捗管

理を画像で把握したいという目的のほか、立ち

入りしにくい範囲や危険な現場を撮影し、安全

確認や計画立案等に活用する目的がある。また、

空中撮影写真を用いて3次元モデルを生成する

ことで、土量管理や測量に活用する場合も多い。

一方、橋梁や堤防あるいは風力発電施設など

構造部材のひび割れ 。腐食等調査に近接目視の
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第 1図  ドローン市場の推移
(出典 :「 ドローンビジネス調査報告書2019」

インプレス総合研究所)
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第 2図  ドローンの利用用途別推移
(出典 :「 ドローンビジネス調査報告書2019」

インプレス総合研究所)
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代替として ドローンを利用するケースもある。

この場合、 ドローンを撮影対象物に接近させ、

一定の距離を保ったまま飛行する必要がある。

これまでは、このような用途ではパイロットが

目視飛行でいわゆる名人芸を見せて、撮影対象

物から数m離れて平行に飛行、カメラを正対さ

せて撮影していた。最近はFPV(First Person

View)と いうパイロットがまるで ドローンに

乗っているかのような視点で操縦できる技術が

登場し、より正確に撮影対象物に添って飛行で

きるようになってきた。 しかしこのような操縦

は訓練 して一朝一夕にできるものではなく、こ

れらのパイロットが不足 してきている。

これを解決するために、様々な高精度な位

置情報収得手法が提案 されている。例えば、

ドローン搭載カメラ画像からAIを 利用 し構造

物に沿って飛行する技術や、 レーザーレンジ

ファインダによる計測データを用いるSLAM
(Simultaneous Localization And Mapping)を

使って自己位置を推定し対象物に沿って自動飛

行する技術も開発されてきている。

本稿では、GNSSを利用 したRTK―GPSに よる

高精度自動離着陸 。航行 ドローン (以下、精密

航行 ドローン)について紹介する。

2.GNSS

GNSS(Global Na宙 gation Satellite System)

とはアメリカのGPS(Global Positioning Systern)

にロシアのGlonass(Global NavigatiOn Satellite

System)、 EU連合のGalileoお よび中国のBeidou

の全地球測位システムとこれらに加え、日本の

みちびき (QZSS)、 インドのNavICな ど地域型

を含めた各国が運用している衛星測位サービス

の総称である。GPSと いう名前は一般ではカー

ナビにおいて名前が知られるようになり、最近

では携帯電話にも搭載され、子供たちがどこに

いるかを知らせてくれる便利な道具として名前

が浸透した。GPSにおいては現在、32個の衛星
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が地上20,200km上 空 を約11時 間56分 4秒毎で

周回 している。各衛星は10.23MHzの 基準発信

機を持ってお り、その154倍のLl=1575.42MHz

と120倍 のL2=1227.6MHzな ど、 複 数 の 周 波

数の電波 を地球全体 に向けて発信 している。

Glollassや Ganneo、 Beidoも それぞれ複数の電

波を地球に向けて発信 している。

測量用 に利用 されるGNSS受信機 は衛星 か

ら送信 される搬送波Ll、 L2の 位相 を使用する

(Glonassの 場合はGl、 G2、 G」meoの場合はEl、

E5、 Bddouの 場合はBl、 B2)。

Ll(1.57542GHz)の 搬送波を利用 した場合、

1波長は約19cmで あ り、その1/100程 度の位相

分解能を得ることは比較的容易である。よって

mmオ ーダの精度で測距が可能 となる。水平方

向、高 さ方向 とも標準偏差で数cmォ ーダの測

位が可能となるため、精密かつ実時間性を要す

る測位分野での利用が進んでいる。また、その

利用の手軽 さか ら土木 。建築、測量等の分野に

も応用 されている。

GNSSの測位の原理を簡単に説明する。ある

GNSS衛 星Sy'が時刻r'に 電波 を発信 した とす

る。その電波 をGNSS受信機βttЪが時刻■に受

信 した場合、電波の到達に掛った所要時間 (伝

播時間 :τ′)がわかる。この所要時間に光速ι

を推卜けたものを擬似距離ρ′と呼ぶ。これがす
なわち、CNSS衛 星Sy'と 受信枷 Cちの距離が

判る。

p j="'(7,-T') =r'r|, ・ ・
。

(1)

ここで、οは光の速度である。 これを最低四

つのGNSS衛 星Syl、 sy2、 sy3、 sy4で 求める。

理想的に言えば、GNSS受信機の時計がGNSS
衛星の時計と正確に一致 していれば、三つの

GNSS衛星との距離を求めればよいが、残念な

がらGNSS受信機の時計は多少狂っている。そ

のため、四つのGNSS衛星からの電波を受信し、

時計の補正を含めて、ユーザ位置 は ν,2)と
時計誤差δι.の 四つの未知数を四つ以上の衛星



CPSイ il号受信

第 3図

からの電波を受信 し、連立方程式を立てること

により、ユーザ位置 (″,ν,2)が計算できる。

さらに、実際は受信機の時計誤差διυ以外にも、

衛星がもつ時計の誤差δ ι
Jと

信号遅延δ罐、衛星

軌道誤差δ∂f。 ガ′/IF′ |、 放送用アンテナのア
ンテナ位相中心誤差δ珂 、電離層の影響による

遅延δft,2、 対流圏の影響による遅延δ観:、 さら
には受信機の信号遅延δα,ぃ マルチパスによ
る見かけ上の電波伝搬時間の遅れδ〃t,ぃ アン

テナ位相中心誤差δA′やその他ノイズによる誤
差ε:,7な どのノイズ成分があり、各衛星と受信

機間の距離に誤差が含まれて計算される。その

結果、受信機の測位結果に誤差が発生する。

GNSS衛星 とGNSS受信機間の距離に含まれ

る誤差を補正するため、測位 したい位置とは

別の座標が正確にわかっている既知点にGNSS
受信機を設置し、これを基準局として利用する

ことにより、正確な測位をリアルタイムで行う

方式が採られる。ここでは、RTK¨GNSS(Real
Time Kinematic GNSS)|こ ついて説明する (第

3図 )。

RTK¨GNSSでは、座標が半Jっ ている場所 (既

知点)に GNSS受信機 (基準局)を 設置 し、そ

の受信機で受信したデータと測位したい場所に

設置したGNSS受信機 (移動局)で受信 したデ

ータを合わせて計算して正確な測位を行う方式

である。

基準局では各GNSS衛星からの信号を受信す
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GNSSの 原理

ることにより、含まれる電離層の影響による遅

延δrt,ぃ 対流圏の影響による遅延δ研などの誤
差を計算する。この誤差を補正データとして測

位 したい場所に設置 した移動局に送信する。移

動局では各GNSS衛星か ら受信 した電波 と基準

局か ら送 られてきた補正データを元に、誤差分

を除去 し、正確な測位を行 う。

今回、精密航行 ドロー ンに使用 したGNSS受
信機はGPS、 Glonass、 G」Hleoお よびBddOに対

応 し、 また、Ll、 L2、 L5お よびBl、 B2な どす
べての周波数に対応 したマルチ衛星、マルチ周

波数GNSS受信機である。第 4図 はこの受信機

で捕捉 したGNSS衛 星 をプロッ トした もので、
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関西地方であれば40～ 45機を捕捉する。GPS衛

星のみであると9機になる (○印)。 本稿で使

用 したGNSS受信機ではこれら捕捉 した衛星か

らの電波に基準局からの補正データを加え、さ

らにマルチパスやノイズの解析を行い、精度を

保てる電波のみ使用 し測位を行う。これにより

水平方向6mm、 高さ10mm(メ ーカ値)の精度

で測位を行うことができる。

このマルチ衛星、マルチ周波数GNSS受信機

を用いてRTKを 行う場合、捕捉衛星が多いた

めこれまでのRTK¨GPSシ ステムで基準局から

移動局へ補正データを送信していた通信機では

捕捉した衛星分すべての補正データを送ること

ができない。また、 ドローンではLTEな どの

携帯電話は補正信号を送信するのに最適ではあ

るが、電波法上利用できない。よって、国内で

利用できる無線機の中から最適なものをカスタ

マイズして不り用している。

3.飛行の仕組み

RTK‐GNSSを 用いた高精度自動離着陸・航行

ドローンの測位系の概要を第 5図に示す。 ドロ

ーンを飛行させたい場所にGNSS基準局を設置

し、GNSS基準局か らドロー ン搭載のGNSS移

動局に対 して補正データ (RTCM)を 送信する。

ドローンではフライ トコントローラーにRTK‐

GNSSでの測位結果を入力、また飛行させたい

コース設定値を入力する。

以下、自動飛行までの手順を説明する。

① 基準局設置

GNSS基準局を天空視界の開けた場所に設置

する。この基準局は電源ONを すると、国土地

理院の電子基準点を利用 したVRSサ ービスに

接続し、基準局自身の座標を求める。おおよそ

1分程度で座標が求まる。精度は2cm程度であ

る。

自身の座標が求まると自動的にVRSを 切断

し補正データ (RTCM)の配信が開始される。

補正データは通信機を介 して ドローンに搭

載されたGNSS移動局に伝送される。 ドローン

搭載GNSS移動局は補正データと自らが受信 し

たGNSS衛星からの電波で測位計算を行い、数

mm精度の測位を行う。測位結果はフライ トコ

ントローラーに入力される。

② 撮影対象物測量

飛行コースは平面直角座標系 (公共座標系)

で指定するので、撮影を行う対象物の座標を求

める。GNSS受信機を利用 して求めるのが効率

的であるが、この時、 ドローン用に設置した基

準局から補正データをもらうようにすると、よ

り高精度のコース設定が可能となる

③ コース設計

撮影対象物の座標か ら飛行コースを設定す

る。撮影したい範囲がコースに入るようにウェ

イポイントを設定し、オーバーラップ率、サイ

撮影方向
(カ メラの向き)

ウェイポイント

―― ホームポジション

″

″

tヽま」
/ノ 薫

″

十//嬌ζ
/陣 ~シ

ータ (RTCM)

基・tt局

第 5図 測位系概要

30 検査技術 201912

第 6図 飛行コース設計



ドラップ率を考慮に入れて飛行コースを設定す

る。この時、カメラの向きも撮影対象物に正対

するようにドローンの向きも設定する。さらに

シヤッター間隔から飛行速度も設定する。第 6

図において黄色がウェイポイント、赤線が飛行

コースを示す。

最初にドローンが止まっている場所 (ホ ーム

ポジション)か ら1番 目のウェイポイントに向

かうコースおよび、最後のウェイポイントから

ホームポジションに着陸へのコースは撮影対象

物以外の物に衝突しないように注意する必要が

ある。

④ ドローン機体確認

ドローンの機体を点検する。ネジのゆるみや

配線関係のチェックを行う。また、電池の容量

確認等も行う。

さらにGNSS移動局がRTK‐FIX(補正データ

を利用して正確な測位ができている状態)を確

認する。

飛行に問題がないと確認できたら、飛行ルート

の入力を行う。GCS(Ground Control StaJon:

例はMヽЫon Planner)を 用いて飛行コースを

設定すると、モニター上に航空写真に飛行コー

スが重畳されたものが表示されるので大きな間

違いがないか確認できる (第 7図 )。

その後、再度安全確認 したあと飛行をスター

トさせる。

以上の操作によリドローンは設定された飛行

コースをスピー ドおょび向きを指定された値に

高精度自動離着陸・航行 ドローン…(5)

従って飛行する。GPS、 Glonass、 GalHleoお よ

のBeidOuを 捕捉 しているため、斜面や壁際な

ど天空の見通しが180° 程度隠されても捕捉衛星

数が確保できるので測位が可能である。

ドローンの飛行高度はGNSSに より測位 して

いる。従って着陸時に精密な高さでコントロー

ルができるため安定して着陸ができる。

おおよその飛行精度は ドローン中心で数cm
である。ただし、着陸時は ドローンが発生する

自身の風により揺れるため15cm程度の範囲に

拡大する例が見られた。

4.活用

本 ドローンを業務にて利用 した結果を記述す

る。

写真 1は構造物の3Dモ デル作成に利用 した

際の ドローンの飛行の様子である。この場合、

張 り出した庇の部分とその上下と高さを合わせ

て飛行することで、凹凸のある構造物の隅々ま

で撮影できる。

第 8図 は撮影 した写真から生成 した3Dモ デ

ルである。撮影 したカメラ位置を青線で示 し

ている。歪みの少ない3Dモ デルができてぃる。

第 9図 には瓦部分を拡大したものである。細か

い模様も再現されている。この飛行では対象物

の最 も突出した箇所から5mま で接近 して撮影

した。カメラのレンズ焦点距離は20mmで ある。

写真 1 ドローン飛行の様子

第7図 ArduPlotで のコース設定
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第10図はこの ドローンの別の活用方法を示し

たものである。堤防やダムのようなコンクリー

ト構造物等のひび割れ検査である。構造物の座

標が判っていれば、その構成面の法線方向の距

離を一定に保ちつつ正対して写真撮影を行うこ

とが可能である。距離が半Jっ ているのでカメラ

諸元と合わせて写真のスケールファクタを計算

でき、撮影されたひび害Jれ幅を求めることがで

きる。

写真画像か らはAIを 用いての自動ひび割れ

検出技術が発展 し、実用化レベルまでになって

いる。

この ドローンによる撮影と自動ひび割れ検出

を組み合わせることにより効率の良い管理の実

現が期待できる。

いずれの用途においても、インフラ点検とい

う意味では経年変化の調査が重要である。この

自動航行ドローンでは毎回同一のコースデータ

を入力することで、同一の位置座標からの撮影

が可能である。従って経年変化を調査する場合

に特に有利に作用する。

5。 おわりに :今後の展開

現在 はGNSS環境 における高精度 自動離着

陸・航行 ドローンを開発 し、その性能の範囲で

運用を行らてぃる。次の段階としては、この ド

ローンに近接センサーを取 り付け、万が一飛行
コースに突起物などがあった場合の回避行動を

組み込む予定である。

また、非GNSS環境での精密自動航行 ドロー

ンについても開発を行う予定である。

【謝辞】

GNSSに よる高精度自動離着陸・航行 ドロー

ンの開発にあたり関エーピーシステム殿には実

運用、使用した際の改善点指摘などいただきま

した。また、僻)イ デオモータロボティックス殿

には最新のパーッ情報および部品供給頂きまし

た。ここに感謝申し上げます。

第 8図  ドローン写真より構成した3Dモデル

第 9図 瓦部分拡大(3Dモ デル)

第10図  ひび割れ撮影
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西川 啓―

1シ ステムリサーチlla

代表取締役

<主 なる業務歴および資格>
S57/4/1、 三菱電機卸入社。H10

/12/20、 高精度GPSシ ステム研 究。

H21/1/23、 京都大学にて博士号取得。

H25/3/25、 1シ ステムリサーチ設立。

H29/11/1、 代表取締役に就任。現在に至る。

く会社の主な事業内容>
H25年 設立。インフラ点検のための3D点群による(空

間・差分・変位等解析)お よび、3Dモ デル作成のため

の計測装置開発。GNSSに よる測位 システムおよび通

信装置開発。

三輪 昌史

徳島大学

大学院社会産業理工学研究部

准教授

く主なる業務歴および資格>
2000年 頃からマルチコプタ、シン

グルロータ、固定翼機、VTOLな ど

の無人航空機の制御や運用に関数研

究に従事。

日本機械学会、日本航空宇宙学会正会員

く会社の主な事業内容>
国立大学法人徳島大学。理工学部、総合科学部、医

学部、歯学部、薬学部と大学院から構成されている。

荒木 寿徳

船アース・アナライザー

代表取締役

<会社の主な事業内容>
H30年 7月 設立のスター トアップ

企業で、卜construcaon及 びBIM
/CIMを 活用する工事で建設会社か

ら依頼を受け、3Dモデル作成やドロー

ンやレーザースキャナを使った 3次
元計測を主体とする業務を行っている。


