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複数 Drone の最適回避経路生成
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ができる。これにより必ず通らなければならない箇所

近年、Drone と呼ばれる無人航空機が注目を集めて
いる。大型のものから手のひらサイズのもの、回転翼
など様々な形態の機種が存在する。2013 年頃にはネッ
ト通販大手が Drone を使った商品の配送を検討してい
ると公表し注目を集めた。さらに、カメラを搭載でき
るモデルの登場により、Drone を用いて空中から撮影
することが可能となった。Drone は現在、農作物の生
育状況のモニタリング、スポーツイベントの撮影など
様々な分野においての活用が期待されている。しかし、
急速な普及に伴い様々な課題が生じている。2016 年に
はイギリスのヒースロー空港にて Drone と旅客機が衝
突する事件が発生し、日本でも国宝に Drone が衝突す
るなど様々な事件が発生している。その対策として日
本では Drone 用に航空法改正を行ったが、緊急時など
の場合はヘリコプターなどの有人航空機と Drone など

を制御点として設置することにより自動的に曲線的な
経路を計算させることが可能となる。このアルゴリズ
ムは本研究室の先行研究 [2] を元に作成した。

2.2

航空法及び国際基準に基づいた回避

本稿の回避行動については表 1 に記載した国際基準
を採用し回避行動を行う。
国際基準では、有人航空機を基準に考えている。そ
のため、機体が密集していることは想定していない。し
かし、本稿は複数 Drone の回避行動を考えなければな
らないため独自に表 2 に示す規制を設けた。
更に 3 次元実空間に最適経路を生成することが趣旨
である。表 2 の規制は左右運動にのみ適応し上下運動
は別に回避運動を行う。上下運動の回避は交差点が存
在する両方の Drone を回避運動させる。

の無人航空機が多数混在する状況ができる。

表 2: 国際基準に基づいた交差角別の回避
Number 内容

よって、本稿では多数存在する Drone を力学的な運
動エネルギーと位置エネルギーからなるエネルギー超

1

曲面内に射影し、その最小エネルギー経路を利用して、

交差点から遠い機体が回避行動を
取る

各 Drone の最適経路を見出すことを考える。一般に 3

2

次元実空間情報からは複数の最小エネルギー経路が発

複数の交差点が存在する場合はす
べての回避経路の値を合算する

見されることが期待される。そこで、航空法に則った

3

制約を課し、有人航空機と無人 Drone とが共存する状

国際基準から逸脱する場合は合算
値を最適経路として採用する

況下でも安全な最適飛行経路を見出す手法を提案する。

回避経路生成法

2

2.3

緊急回避措置

提案する手法は経路の生成、航空法及び国際基準に
基づいた回避、緊急回避措置の 3 段階に分けられる。

上記で示した回避方法のみで経路を生成すると合算
値を利用していること、さらに交差点が存在しない場合

次節より、各アルゴリズムについて説明する。

でも Drone 間の距離が近ければ衝突の可能性が出てく

2.1

る。その場合において緊急回避措置を行う必要がある。

経路の生成

回避経路を生成する前に通常の飛行経路を生成する
必要がある。そこ本稿では TCB-Spline[1] と呼ばれる

Spline を用いて曲線的な経路を生成した。TCB-Spline
の特徴は各制御点を滑らかに必ず通過する曲線であり、
なおかつ 3 つのパラメータにより曲線を制御すること
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本稿では、同研究室の先行研究 [3] を参考に希ガスのモ
デルポテンシャルとして利用されている Lennard-Jones
ポテンシャルのポテンシャル障壁を利用する。具体的
には Drone 間のポテンシャルエネルギーを計算する。
そして計算値を移動値に変換し、回避経路に加算する
ことにより緊急回避措置を行う。これにより、過度な
接近を抑制でき、衝突の危険性を減少させるとこが可
能となる。
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交差角

90 度未満

表 1: 国際基準に基づいた交差角別の回避
90 度以上 170 度未満 170 度以上 190 未満

別機と衝突の危険性
がある場合

回避方法

片方の機体が広い角

片方の機体が広い角

片方の機体が右側回

通常回避する側が直

度の方へ旋回回避

度の方へ旋回回避

避

進、直進する側が右
側回避

図

3

結果と考察

図 1 の a) から表 1 ならびに表 2 の回避プログラム

回避経路生成法を用いて実行した結果を図 1 に示す。
図 1 においての破線は TCB-Spline によって計算され
た通常軌道を表し、円は実際の回避行動を行っている

Drone を表している。更に実線は回避行動によってど
れだけ通常軌道から移動したかを表している。
また TCB-Spline による軌道計算用の制御点は乱数を
使用している。乱数の使用によって実際に地図データ
な様々なデータを用いることを想定することでどのよ
うな数値にも対応できる。

が正常に働いていることが確認できる。図 1 の b) か
らは上下方向の回避が正常に行われていることが確認
できる。xyz 軸すべてを別々に回避させることにより、

Drone が特定空間上に多数存在する状況下でも安全に
一定以上の距離を保つことができる。更に現在は Drone
のみでのシミュレートだが、有人航空機を特定空間上
に配置しても航空法に基づいた回避とポテンシャルエ
ネルギーを用いた緊急回避措置を行うことによって有
人航空機を危険に晒すことなく複数 Drone 飛行するシ
ミュレートが可能であると考える。

a) z-x 平面

4 おわりに
航空法による規制とポテンシャルエネルギーによる
緊急回避措置を組み合わせにより、複数 Drone の最適
回避経路生成を行った。
今後、実際の地図データ及び 3 次元オブジェクトを
配置することにより、リアリティの向上と共に実用的
なシミュレータの構築を考える。更に、Drone 数の増
加と地図データなどによるによる実行時間の遅延が予
想されるため、並列化を進めリアルタイムシュミレー
タとしての運用を目指す。

b) x-y 平面
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図 1: a) z-x 平面 b) x-y 平面 における回避行動
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