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論文要旨  

 

 

 

 

 

近年、製品の低価格化、精密な制御によって空中で安定して飛行できるようになった等、様々

な理由から、無人航空機、いわゆるドローンが広く普及している。また、普及した要因の一

つとしてあげられるのが、「オープンソース化」である。制御ソフトウェアをオープンソース

化することにより、ドローンに付属しているカメラからの映像の処理や、あらかじめ設定し

たルートを飛行する自律飛行のルート生成、いろいろなインターフェースでの操作など、ユ

ーザーが自分の欲しいものを作ることができるようになり、サードパーティのソフトウェア

が多数リリースされている。その結果、ユーザー(使い手)とメイカー(作り手)の隔たりが小さ

くなったと同時に、「ドローンに何ができるか」を試す幅が広がったと言える。 

オープンソース化することにより、産業全体が盛り上がる事例は他にもあり、その最たる例

が、3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器による、データからのものづくり、

いわゆるデジタルファブリケーションである。3D プリンター自体をオープンソースにして、

3Dプリンターが自己複製、自己増殖するようにしようという RepRapプロジェクトでは、オ

ープンソースにしたことにより、多くの人によって改良されたり、派生したモデルが製作さ

れたりした。また設計者達は、用途に応じて改変することができた。それにより広く普及し、

現在も RepRapモデルを元にした 3Dプリンターは多く存在している。 

3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器とドローンは、発展の仕方以外にも似

ている点がもう一つある。指定した三次元上のポイントへ行く、という制御方法である。そ

こで、本研究では、ドローンを範囲の制限がないデジタルファブリケーション機器のように

制御する手法を考え、デジタルファブリケーション機器のように扱うことができるドローン

の応用を提案する。 
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1. 研究背景  

 

近年、3Dプリンターをはじめとするデジタルファブリケーション機器が発展、普及した。  

デジタルファブリケーション機器が普及した理由としては、インターネットの発達、オープ

ンソースの思想、3Dプリンターに関する特許が切れたことによる低価格化などが挙げられる。  

現在、デジタルファブリケーション機器は、製造業のみならず、医療、食品、建築など、様々

な分野で活用されている。  

しかし、様々な分野で活用されている現在も、依然としてデジタルファブリケーション機器

に課題は残されている。  

まず挙げられるのは、出力サイズである。デジタルファブリケーション機器の加工可能範囲

内でしかものは作れず、大きいサイズのものを一度に出力する際は、大きい機器を用意しな

ければならない。そのため、建築サイズのものを3Dプリントするには建築サイズの3Dプリン

ターといったように、用途に合わせて大きさを変えなければいけない。  

他にも、ポータビリティの低さ、使用できる材料が限定されていること、加工速度の遅さな

どが挙げられる。  

 

さらに近年、無人航空機、いわゆるドローンも発展、普及した。ドローンが普及した理由に

は、パーツの小型化低価格化、ソフトウェアのオープンソース化、センサー類の精度の向上

などが挙げられる。  

そのうち、パーツの小型化、低価格化について記述する。ドローンには、GPSセンサーやジ

ャイロセンサー、無線モジュール、カメラなどの電子パーツが使われている。それらのパー

ツの多くが使用されているスマートフォンの普及、大量生産により、パーツの小型化、低価

格化が進んだ。それにより、ドローンも小型化、低価格化が進み、個人でも手の届く手軽さ

や値段になった。  

 

デジタルファブリケーション機器とドローンには共通点がある。  

デジタルファブリケーション機器のうちの、3Dプリンターやミリングマシンなど、三次元で

加工を行う機器は、指定したXYZの指し示す三次元上のポイントへ移動し、加工を行う、と

いう制御をおこなっている。それに対し、ドローンのうち、GPSセンサーを搭載しているも

のは自律飛行の際、指定した緯度経度高度の指し示す三次元上のポイントへ移動する。3つの

パラメータで指定したポイントへ移動するという制御方法の点で、デジタルファブリケーシ

ョン機器とドローンには共通点があると言える。  
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そこで、デジタルファブリケーション機器の抱える、出力サイズが限定されている、という

問題をドローンで解決できないかと考えた。ドローンにおいて、デジタルファブリケーショ

ン機器でいう出力サイズ、つまり自由に動ける範囲を考えると、送信機の電波の届く距離な

ので、非常に大きい。よって本研究では、ドローンをデジタルファブリケーション機器とし

て扱うことについて、研究する。  

 

1.1. 前提  

本研究では、デジタルファブリケーション機器、G コード、ドローンに関して深く言及する

ので、まずこの 3点に関して解説する。 

 

1.1.1. デジタルファブリケーション機器について  

ここでは、本論文で頻出する、「デジタルファブリケーション機器」について解説する。 

まず、デジタルファブリケーション機器とは、文字どおり、デジタルファブリケーションす

る機械である。デジタルファブリケーションとは、デジタルデータからモノを作る、つまり

情報を物質化することである。デジタルファブリケーション機器の代表的なものには 3D プ

リンター、レーザーカッター、ミリングマシンなどがある。 

近年、デジタルファブリケーション機器の中でも、特に 3Dプリンターが普及した。FDM方

式の 3D プリンターの特許の失効によって安価な 3D プリンターが開発、販売されたことや、

インターネットによるデータの共有が可能で、同じ機械と同じ材料があれば離れた場所でも

同じものが作れることから、3Dプリンターは製造業でのみならず、家庭や医療など広く利用

されるようになった。 

デジタルファブリケーション機器は、大きく分けると 2 つのユニットから成り立っている。

移動ユニットと加工ユニットである。移動ユニットは、複数の軸から成り立っていて、三次

元的に加工をする機械だと 3 軸以上、二次元的に加工をする機械だと 2 軸以上で移動する。

加工ユニットは、その機械によって変わる。3Dプリンターは熱融解方式であれば材料を熱し

て射出するものであったり、レーザーカッターであればレーザーを射出するものであったり、

加工方法によって変わる。よって、以下のように分けられる。 

 

3Dプリンター = 三次元移動ユニット + 材料射出ユニット 

 

レーザーカッター = 二次元移動ユニット + レーザー射出ユニット 

注:レーザーカッターは台座の高さが調節できるため三次元に移動できるが、焦点を合わせる

以外では使用しないものが多いので 2軸とする。 
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1.1.2. Gコードについて  

Gコードとは、デジタルファブリケーション機器のうち、3Dプリンターやミリングマシンな

どの一部の機械をコンピューター数値制御する際に用いられるテキストデータの規格の一つ

で、拡張子は.gcodeである。 

デジタルファブリケーション機器のうち、3Dプリンターやミリングマシンなどの一部の機械

を、コンピューターから数値制御する制御方法を CNCと呼ぶ。一般的に CNCというと、ミ

リングマシン、切削機のことを指すが、本論文では制御方法を指し示すこととする。CNCと

は、Computer Numerical Controlの頭文字を取った略語である。以前は、NC(Numerical Control)

加工、つまりコンピューターを介さず、人間が機械に直接座標の数値を打ち込み、機械がそ

の座標の通りに加工する、という加工方法があった。その後、機械や技術が発展し、コンピ

ューターから数値で制御できるようになり、コンピューターによる数値制御、CNCという制

御方法が生まれた。 

1950 年代から 1960 年代にかけて、MIT が開発した APT という規格が広く使われていたが、

マイクロプロセッサの登場により、CNC制御する工作機器の低価格化が進み、普及するにつ

れて、APT のようにライセンス問題のない新たな標準が必要とされるようになった。そこで

いくつか登場した標準の一つ、Gコードが特に広く普及していった。工作機械メーカーには、

Gコード以外の独自の規格を採用しているところもある。(Makerbot社の.makerbotなど) 

行頭は G〇〇 M〇〇などと、アルファベット+数字で構成される。行頭の G〇〇 M〇〇など

によってはそのあとに引数を取ることがある。引数も、X〇〇 Y〇〇など、アルファベット+

数字で構成される。 

3Dプリンターでよく使われる Gコードの代表的なコマンドを下のグラフに列挙する。 
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コマンド 引数 説明 

G1 XYZFE 直線移動のコマンド。XYZは、移動先のポイントの座標を指定する。F

は移動の速さ(mm/分)であり、E はフィラメントの射出量(mm)である。

G1 X5 Y10 Z15 F2000 E1.0であれば、X5 Y10 Z15のポイントに、2000mm/

分で、フィラメントを 1.0mm射出しながら移動するコマンドである。 

G4 P(S) 移動を休止するコマンド。引数に、Pもしくは Sを取り、Pの場合は休

止(ミリ秒)、Sの場合は休止(秒)である。 

G28 XYZ ホームに戻るコマンド。XYZ を引数にとることもある。引数をとらな

い場合は、XYZ全ての方向、ホームに戻る。 

G92 XYZE 現在地をホームポジションにするコマンド。座標が、絶対値指定の場合、

現在ホットエンドがある位置をホームポジションに設定する。 

 

M104 S ホットエンドの温度を指定するコマンド。S(℃)を引数にとる。 

M106 S ファンの電源を入れるコマンド。S の後の数字、0~255 で、ファンの回

転量を決める。 

M107 なし ファンの電源を切るコマンド。 

M109 S ホットエンドの温度が指定した温度になるまで待機するコマンド。S(℃)

を引数に取る。 

M140 S ベッドの温度を指定するコマンド。S(℃)を引数にとる。 

M190 S ベッドの温度が指定した温度になるまで待機するコマンド。S(℃)を引数

にとる。 

 

などがある。特に、直線移動のコマンド、G1が多用される。 
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図 3Dプリンターにおいて使用される Gコードの例 

 

1.1.3. ドローンについて  

GPS センサーやジャイロセンサーなどの電子パーツが、スマートフォンの普及によって小型

化、大量生産によって安価に製造されるようになり、それらの電子パーツを使用した、ドロ

ーンも小型化、低価格化が進んだ。これまで、大型、高価だったドローンが、個人でも手の

届く手軽さ、値段になり、普及が進んだ。また、Parrot社の AR Droneを発端に、オープンソ

ース、ハッカブルな機体も販売されるようになり、人々は空中へ自在にアクセスできるよう

になった。 

ドローンの定義には諸説あるが、本研究では、遠隔操作もしくは自律飛行が可能な無人航空

機(Unmanned Aerial Vehicle)のことを指す。ラジコンとの違いとしては、ラジコンは自律飛行

ができないもの、ドローンは GPSセンサーなどによって自律飛行ができるもの、と自律飛行

の可不可である。 

 

ドローンの中でも広く普及している、4 つのローターにそれぞれ一つずつ、計 4 枚の羽がつ

いた「クワッドコプター」という形状のドローンの飛行原理について解説する。 
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図[1] クワッドコプターの飛行原理 

 

クワッドコプターは、回転方向の同じ 2 つのモーターを対角線上に配置し、計 4 つのプロペ

ラの回転数をそれぞれのモーターの回転数で制御している。上下に移動する際は、プロペラ

の回転数を全体的に変化させて、上下に移動する。前後左右に移動する際は機体を傾け、推

力の方向を変え、前後左右移動を行なう。回転移動を行う際には、回転したい方向と同じ方

向に回転しているモーターの回転数を下げ、逆方向に回転しているモーターの回転数を上げ

ることで、モーターの回転の反作用によって回転する。 

上下運動を Throttle(スロットル)、前後運動を Pitch(ピッチ)、左右運動を Roll(ロール)、回転

運動を Yaw(ヨー)と呼んでいる。 

 

ドローンの飛行方法には、主に 2 種類あり、遠隔操作による手動飛行と、プログラムされた

ルートを飛行する自律飛行がある。 

ドローンには多くのセンサーが搭載されており、機体の位置情報、傾きなど多くの情報を常

に処理して、安定して飛行することができる。搭載されているセンサーには、超音波センサ

ー、ジャイロセンサー、GPSセンサー、赤外線センサーなどが挙げられる。 

 

1.2 研究目的  

現在、ドローンをデジタルファブリケーション機器のように扱うには、いくつかの問題があ

る。そこで、この章ではその問題を踏まえて、本研究の目的を考える。 

 

1.2.1 現状の課題点  

現在、ドローンをデジタルファブリケーション機器として扱うには、大きく分けて二つ、ハ
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ードウェアとソフトウェアの問題点がある。 

1 つ目の、ハードウェアの問題は、主に 3 つに分けられる。バッテリーによる飛行時間の制

約、最大積載量、精度である。 

まず、バッテリーによる飛行時間の短さである。現在、水素電池によって 1 時間以上飛行す

るドローンが開発されているが、一般向けドローンに水素電池は利用されておらず、主流で

あるリチウムイオンポリマーバッテリーが使われているドローンで飛行時間が 1 時間を越す

ものはない。また、デジタルファブリケーション機器として扱うために、飛行に必要な機構

以外に、射出する機構や切削する機構などを搭載するとさらに飛行時間は短くなってしまう。

代表的なデジタルファブリケーション機器である 3D プリンターは、何時間もかけて 1 つの

ものを完成させるため、1時間のみの飛行では短い。 

次に、最大積載量の問題である。3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器と違

い、ドローンは空中に浮いているため、重量の大きいものを積載することができない。技術

の発展により、重量の大きいものを積載して飛行できるドローンも開発されているが、重量

が大きいほど安定飛行が難しくなる。そのため、物体を射出や切削など、加工する機器を積

載するのが難しい。 

さらに、精度の問題である。現在、GPS センサーを利用して飛行するドローンの誤差は 1m

より低く、数十センチメートルまで小さくなっており、また、地上の基地局を使うとさらに

飛行精度を上げることができる。しかし、物体を精密に加工するには誤差が大きすぎる。 

二つ目の、ソフトウェアの問題は、自律飛行ルートの生成方法である。現在ドローンのソフ

トウェアは、画面上で飛行ルートを設定するものが多く、画面上の二次元でルートを設定す

ると、自ずと高さが一括で設定されてしまう。三次元上で精密に動くとなると、常に 3 軸の

情報を変える必要があるが、それに対応したソフトウェア、規格を作る必要がある。 

 

1.2.2 本研究の目的  

これまで、現状において、ドローンをデジタルファブリケーション機器として利用できるよ

うにするにあたっての課題を述べてきた。ハードウェア、ソフトウェア、様々な課題があっ

たが、ソフトウェアの面にフォーカスする。  

そこで本研究では、ドローンをデジタルファブリケーション機器として利用するにあたって、

Gコードでドローンを自律飛行できるようにする。  

3Dデータから、用途に沿ったアルゴリズムでGコードを生成し、そのGコードでドローンを自

律飛行させることによって、ドローンを、範囲の制限のない空中でのデジタルファブリケー

ション機器として扱うことができる。  
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これまで、デジタルファブリケーション機器を動かすにあたって広く使われていた規格であ

るGコードで制御する理由は、2つある。  

1つ目は、すでにデジタルファブリケーション機器で広く使われている規格をドローンにも適

応することで、ドローンもデジタルファブリケーション機器の一種として扱うことができる、

ということである。  

2つ目は、ドローンのメーカーごとに違う自律飛行の指令の規格を、Gコードに統一すること

で、多くのユーザーが多くのドローンの自律飛行をプログラムできるようになるのではない

かということである。デジタルファブリケーション機器の中で使われていた規格を採用する

ことで、これまでデジタルファブリケーション機器に親しかった人がドローンをハック、プ

ログラムしやすくなる。  
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2. 関連研究  

 

2.1. デジタルファブリケーション機器としてのドローンの活用  

ドローンが、空中の三次元空間上で精密にコントロールできることを生かして、空中のデジ

タルファブリケーション機器、範囲の制限がないデジタルファブリケーション機器としてド

ローンを活用している、またデジタルファブリケーション機器として活用するにあたって有

用であると考えられる研究を紹介する。 

 

2.1.1. Flight Assembled Architecture 

スイス連邦工科大学(ETH)チューリッヒ校では、複数のドローンにレンガを持たせて自律飛行

させることによって、レンガの建築を作る、「Flight Assembled Architecture」というプロジェ

クトがあった。 

この研究は屋内で行なっているため、天井に設置された複数の赤外線カメラによってドロー

ンの位置を把握している。機体の下に、サーボモーター3 つでブロックをホールドする機構

がついていて、それによってブロックを持ちながら飛行し、運ぶことができる。複数のドロ

ーンを同時に飛行させるため、衝突回避のアルゴリズムも開発し、また、ドローンでレンガ

を置く上で、素早く機体とレンガを下ろした方が風の影響を受けづらいことを実証した。 
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図[2] Flight Assembled Architecture 

 

2.1.2. 3D Printing Drone 

Gensler 社は、3D プリンターの外側の箱を取り除いて、材料を射出するヘッドをドローンに

つけることで、大規模な 3D プリンターとして活用することができるのではないかという研

究を行っていた。しかし、材料を積載して飛行するにはバッテリーの持続時間が短かったり、

機体が揺れてしまい材料がうまく地面に射出できなかったりなど、ドローンをデジタルファ

ブリケーション機器として扱うにあたっての技術的な問題が浮き彫りになった。研究は進行

中である。 
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図[3] 3D Printing Drone 

 

2.1.3. Omni-directional aerial vehicle 

4 枚羽のクワッドコプターのように、プロペラの推力が 1 方向のみに向いている機体構造だ

と、バッテリー効率が良いことや、機体重量に対して重いものが持てるなどのメリットはあ

るものの、横移動をする際に機体を斜めに傾かなければいけない、外界からかかる任意の力

に即座に対応できないなどのデメリットも存在する。そこでスイス連邦工科大学(ETH)チュー

リッヒ校では、機体を傾けずに三次元上の全方向に移動することができる、モーターを 8 個

使用して、推力を 8 方向にもつドローンの機体を開発した。機体を傾けずに移動するだけで

なく、任意の角度でホバリングすることができるので、機体の周りのフレームを任意の方向

に回転しながら移動することもできる。 

 

 

図[4] Omni-directional aerial vehicle 
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2.2. 規格化のプロダクト・プロジェクト  

ドローンの自律飛行において、生成した自律飛行のルートを独自のプロトコルで通信するメ

ーカーもあれば、多くのファームウェア、ソフトウェアに対応している汎用的なプロトコル

を採用しているメーカーもある。ここでは、自律飛行の操作、プロトコルの規格が汎用的で

あるプロダクト・プロジェクトを紹介する。 

 

2.2.1. Mavlink 

Mavlinkは、自律飛行によって飛行させる際、小型ドローンと通信するためのプロトコルであ

る。Ground Control System(GCS)、つまりドローンの自律飛行に使用されるデバイスなどとド

ローンの間の通信に使われる。機体の向き、GPS による空間上の位置、移動の速さなどを送

信することができる。Parrot AR.Droneをはじめ、多くのドローン、ソフトウェアで使用され

ている。 

 

 

図 Mavlinkファイルの例 

 

2.2.2. Ardupilot 

Ardupilotは、クリスアンダーソンが創設した、3D Robotics社が設計、製造、販売しているハ

ードウェア・ファームウェア・ソフトウェアを含むオープンソースドローン開発プラットフ

ォームである。モーターなどのハードウェアを Ardupilotに接続するだけで、簡単にローバー

や飛行機、ドローンを含むロボットを作成することができる。Ardupilot のソフトウェアを使

用すれば、自分でプログラミングをせずに、自律飛行のルートを簡単に設定することができ

る。 

 
	 	 図[5] Ardupilot ハードウェア 
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図[6] Ardupilot ファームウェア 

 

 

図[7] Ardupilotソフトウェア 
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3. 開発・実践  

 

この章では本研究で実際に行った、開発・実践について記述する。 

 

3.1. Gコードでドローンを動かす  

前述の通り、Gコードでドローンの機体を動かすソフトウェアを製作する。 

実際に製作するにあたって、まず Gコードで動かすドローンの機種の選定、Gコードの選定

を行う。 

 

3.1.1 ドローンの選定  

まず初めに、開発するにあたって、開発する機体を選ぶ。現在、多くのドローンが販売され

ているが、その中でも、G コードで制御し、デジタルファブリケーション機器のように扱う

にあたって、それに適した機種を選定できるように条件で絞った。 

今回は、「ソフトウェア開発キット(SDK)が公開されている」「GPS によるホバリングの精度

が良い」「飛行時間が 20 分以上である」という条件で、数あるドローンの中から、メーカー

の異なる 2機種を選定した。 

 

・DJI社 Phantom 4 

 

 

図[8] DJI Phantom4 

 

DJI Phantom4は、DJIの空撮用機体、Phantomシリーズの 4機目である。機体の揺れを認識し、

機体の揺れと逆にカメラを動かすことで揺れを吸収し、ブレない映像を撮ることができる、

ジンバルを装備している。 

屋外では、GPS/GLONASSからの電波を受信して自分の三次元上の位置を認識し、それを基
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準に移動、もしくはホバリング(空中で同じ位置にとどまること)する。また、機体下部につい

た超音波センサー、ビジョンポジショニングカメラ 2つによって、低高度での高精度の飛行

を実現している。そういった精度の高さ、空撮のしやすさ、一般にも手の届きやすい低価格

から、広く普及している。基本スペックは以下のようになっている。 

 

機体重量 1380g 

最大フライト時間 約 28分 

最大上昇速度 6m/s 

最大下降速度 4m/s 

最大水平速度 20m/s 

ホバリング精度(垂直) +/- 0.1m(ビジョンポジショニングが有効の場合) または +/- 

0.5m 

ホバリング精度(水平) +/- 0.3m(ビジョンポジショニングが有効の場合) または +/- 

1.5m 

ビジョンポジショニング 速度レンジ 10m/s以下 (地上 2m以上) 

高度レンジ 0 – 10m 

作業範囲 0 – 10m 

作業環境 適正な明るさ(15ルクス以上) 模様がある地表面 

その他 前方に障害物検知システム 

 

・Parrot社 Bebop 2 

 

 

図[9] Parrot Bebop2 

 

Parrot Bebop2は、ホビー用ミニドローンを多数リリースしている Parrotの Bebopシリーズの
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2機目である。機体の揺れ、振動を吸収してブレない映像を撮ることができる。GPSからの

電波を受信して自分の三次元上の認識し、それを基準に移動、もしくはホバリングすること

ができる。また、機体下部についた超音波センサーによって、低高度での高精度の飛行を実

現している。基本スペックは以下のようになっている。 

 

機体重量 500g 

最大フライト時間 25分 

最大上昇速度 6m/s 

最大水平速度 18m/s 

 

DJI Phantom4、Parrot Bebop2、ともにユーザー、開発ユーザーが多く、精度に定評があったた

め、この 2機種を選出した。 

 

3.1.2. Gコードの選定  

今回、Gコードでドローンを動かすにあたって、必要な Gコードを選定し、それぞれの Gコ

ードにドローンの動作を割り当てた。 

G コードには、前述の通り、多くのコマンドがあるが、ドローンに必要最低限な動きとして

あげられるのが、「移動」、「回転」、「休止」、「ホームに戻る」、の 4 つであることから、G コ

ードコマンドのうち、「G1」「G4」「G28」の 3つを選定した。しかし、ドローンは、yawによ

って、方向を 360度自在に変えることができるが、3Dプリンターなどのデジタルファブリケ

ーション機器は、ヘッド部分が回転しないため(ミリングマシンなど高速回転するものを除く)、

移動しながら回転する角度を表す引数を新たに付け加える必要がある。 

 

コマンド 引数 説明 

G1 XYZFR XYZで指定されたポジションへ、F(m/s)で指定された速さで、直線

移動する。R(度)は角度を指定すると、真北から指定した角度分時

計回りに回転する。通常デジタルファブリケーション機器では、F

の単位はmm/minであるが、ドローンにおいてもmm/minにすると、

ドローンの飛行のスピード、例を出すと 3m/sが 1800000mm/minと

なり、数字が大きくなってしまって視認性が落ちるため、Fの単位

を mm/sとする。 

G4 P Pで指定されたミリ秒数ホバリングする。 

G28  ホームポジションへ帰還する。 
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3.1.3. 開発方法  

選定した 2 機種とも、iOS アプリのソフトウェア開発キットが公開されているため、Xcode

で iOS アプリを開発する。公式にアップロードされているサンプルを使用し、G コードを入

力すると、その通りに飛行するアプリケーションを作る。 

Parrotのソフトウェア開発キットはバージョン 3.10.1を、DJIのソフトウェア開発キットはバ

ージョン 3.5を使用した。 

また、開発に使用した PCの OSは、macOS Sierra 10.12.2、iOSアプリの開発使用した Xcode

のバージョンは、Xcode 8.2.1である。 

 

3.1.4. プログラムの構造  

今回製作したプログラムの構造を下に図式化した。G コードを、半角スペースの区切りごと

に二次元配列に格納する。また、ドローンのホームポイント、つまり離陸地点の緯度経度と

地球の極半径、赤道半径から、1mあたりの緯度、経度の変化量をそれぞれ算出する。Gコー

ドを格納した二次元配列、算出した変化量と機体の向いている方角から、目標地点の緯度経

度を全て算出する。そして最後に、算出した目標地点の緯度経度高度を、各ソフトウェア開

発キットの処理によってドローンに送信し、目標地点へ自律飛行するプログラムを製作した。 



 22 

 

図 Gコードから自律飛行ルートを生成するプロセス 



 23 

3.1.5. プログラムの実装  

Phantom4と Bebop2の SDKに、前述の構造のプログラムを書き、Gコードから、ドローンが

自律飛行するソフトウェアを実装した。 

今回は Phantom4に書き込んだ、プログラムの核となる、Gコードとホームポイントから目標

地点の緯度経度を算出する部分を記述する。このプログラムでは、二次元配列、”ikk[][]”の中

に、目標地点の緯度経度高度を格納する。実際には、格納した緯度経度高度、その他の数値

を、Phantom4、Bebop2、それぞれの SDKの関数に当てはめ、ドローンに目標点の集合を送信

することで、Gコードから自律飛行のルートを生成するプログラムを実装した。 

下記は、G コードと現在地の緯度経度から、飛行先のポイントの緯度経度高度を算出し、二

次元配列 ikk[][]に格納するプログラムである。 
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#define	SEKIDO_R	6378136.6	

#define	KYOKU_R	6356751.9	

#define	RAD_TO_DEG(radians)	((radians)	*	(180.0	/	M_PI))	

#define	DEG_TO_RAD(degrees)	((M_PI	*	degrees)/180)	

	

@property(nonatomic,	strong)	NSMutableArray	*lin;	

@property(nonatomic,	strong)	NSMutableArray	*seg;	

@property(nonatomic,	strong)	NSMutableArray	*ikk;	

@property	(nonatomic)	float	r_ido;	//その緯度での地球の半径	

@property	(nonatomic)	float	nw_idm;	//現在地のメーターあたりの緯度 aiueo	

@property	(nonatomic)	float	nw_kdm;	//現在地のメーターあたりの経度	

	

_lin	=	[NSMutableArrayarray];	

//lin[行目]という、行ごとに分割する配列を作る	

_seg	=	[NSMutableArray	array];	

//seg[行目][個目]という、区切りごとに分割する配列を作る	

_lin	=	[self.moto.text	componentsSeparatedByString:@"\n"];	

	

for	(int	i	=	0;	i	<	[_lin	count];	i++)	{	

				_seg[i]	=	[_lin[i]	componentsSeparatedByString:@"	"];		

}	

_ikk	=	_seg;	

//ikk[行目][個目]という、実際の目標地点の緯度経度高度を格納する配列を seg と同じ大きさで作る	

	

_r_ido	=	SEKIDO_R	*	cos(ホームポジション.latitude	*	M_PI	/	180);	

_nw_idm	=	90	*	2	/	(KYOKU_R	*	M_PI);	

_nw_kdm	=	90	*	2	/	(_r_ido	*	M_PI);	

	

float	x_buf	=	0.0;	

float	y_buf	=	0.0;	

float	theta	=	0.0;	

float	alpha	=	0.0;	
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float	kakudo	=	[self.kkd.text	floatValue];		

for(int	i	=	0;	i<[_seg	count];	i++){	

				if([_seg[i][0]	hasPrefix:@"G"]	==	1	&&	[_seg[i][0]	hasSuffix:@"1"]	==	1){	

								//G1 の時の処理	

								for(int	j	=	0;	j<[_seg[i]	count];	j++){	

												if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"X"]	==	1)	{	

																x_buf	=	[[_seg[i][j]	substringFromIndex:(1)]	floatValue];	

												}else	if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"Y"]	==	1)	{	

																y_buf	=	[[_seg[i][j]	substringFromIndex:(1)]	floatValue];	

												}else	if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"Z"]	==	1)	{	

																_ikk[i][3]	=	[_seg[i][j]	substringFromIndex:1];	

												}else	if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"F"]	==	1)	{	

																_ikk[i][4]	=	[_seg[i][j]	substringFromIndex:1];	

												}else	if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"R"]	==	1)	{	

																_ikk[i][5]	=	[_seg[i][j]	substringFromIndex:1];	

												}	

												if(j	==	[_seg[i]	count]-1){	

																//j が[_seg[i]	count]-1 の時、つまり for 文の最後	

																if(x_buf	==	0){	

																				if(y_buf==0){	

																								theta	=	0;	

																				}else	if(y_buf>0){	

																								theta	=	90;	

																				}else	if(y_bug<0){	

																								theta	=	270;	

																				}	

																}else	if(y_buf	==	0){	

																				if(x_buf>0){	

																								theta	=	0;	

																				}else	if(x_buf<0){	

																								theta	=	180;	

																				}	
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																}else{	

																				theta	=	RAD_TO_DEG(atan(y_buf/x_buf));	

																				//theta を Degree で	

																				if(x_buf<0){	

																							theta	=	theta	+	180;	

																				}	

																}	

																	

																alpha	=	DEG_TO_RAD(theta	+	kakudo);	

																//theta に、角度をつけた alpha を	

																_ikk[i][1]	=	[NSString	stringWithFormat:@"%f",ホームポジション.latitude	+	_nw_idm	*	

sqrt(x_buf	*	x_buf	+	y_buf	*	y_buf)	*	sin(alpha)];	

																_ikk[i][2]	=	[NSString	stringWithFormat:@"%f",ホームポジション.longitude	+	_nw_kdm	*	

sqrt(x_buf	*	x_buf	+	y_buf	*	y_buf)	*	cos(alpha)];	

																//ホームポイントの緯度経度、1m あたりの緯度経度の変化量、角度から XY を算出	

												}	

								}	

				}else	if([_seg[i][0]	hasPrefix:@"G"]	==	1	&&	[_seg[i][0]	hasSuffix:@"4"]	==	1){	

								//G4 の時の処理	

								for(int	j	=	0;	j<[_seg[i]	count];	j++){	

												if([_seg[i][j]	hasPrefix:@"P"]	==	1)	{	

																_ikk[i][1]	=	[_seg[i][j]	substringFromIndex:1];	

												}	

								}	

				}else	if([_seg[i][0]	hasPrefix:@"G"]	==	1	&&	[_seg[i][0]	hasSuffix:@"28"]	==	1){	

					 //G28 の時の処理	

				}	

}	
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Phantom4は、アプリの性質上、PCとドローンで直接通信をすることができず、一度 Phantom4

付属の送信機を挟む必要がある。iPad-送信機-Phantom4の順で接続するため、下図のような

接続になる。iPadと送信機は Lightningケーブルで、送信機と Phantom4はWiFiで接続する。 

 

 

図 Phantom4の接続図 

 

Phantom4のアプリケーションにおいては、このような操作画面になった。 

 

 
図 Phantom4操作アプリの操作画面(iPad) 

 

Bebop2は、PCと直接WiFiで接続することができるので、下図のように接続し、PC上の iOS

シミュレータでドローンを操作することができる。 
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図 Bebop2の接続図 

 

Bebop2のアプリケーションはこのような操作画面になった。Phantom4に対し、自律飛行以外

の操作をするための送信機がないため、送信機でのスティック操作を画面上で行う必要があ

り、画面上の要素が Phantom4よりも多い。 

 

 
図 Bebop2 操作アプリの操作画面(PC)  

 

3.1.6. 動作  

実際に、生成した Gコードからドローンが移動していることを表現するため、夜間、飛行中

のドローンを一眼カメラでバルブ撮影することで、ドローンの機体に搭載された LEDの軌跡

を 1枚の写真に収めた。1m以内の誤差はあるものの、正確に目標地点まで飛行できているこ

とが画像から見てとれる。 
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図 使用した Gコード 

 

 

図 CAD上でポイントをつないだ軌跡 
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図 バルブ撮影したドローンの軌跡 

 

使用機体 

DJI Phantom4 

 

使用機材 

EOS8000D 

 

カメラ設定 

シャッタースピード:BULB 

絞り値:22 

ISO感度:800 

 

3.2. 応用  

3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器で使われている Gコードで、ドローン

を動かすことができるソフトウェアを開発したが、これをどう社会に応用するかを考える。 

また、実際に応用例を製作し、ユーザー実験を行い、ユーザーからの評価を取る。 

 

3.2.1. 応用の検討  

緯度経度高度で指定された目標地点まで自律飛行するドローンと、XYZで指定された目標地

点まで移動する 3D プリンターなど一部のデジタルファブリケーション機器は、制御の方法

が似ている、ということから着想し、実際に Gコードからドローンを自律飛行させることが
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できたが、それによって現状どのような応用ができるかを考えた。 

G コード制御に詳しい田中浩也教授、および著者の所属している田中浩也研究室のメンバー

と一緒にアイデア出しをした様子を記す。 

 

田中浩也教授と 1回、田中浩也研究室のメンバーと 2回の計 3回アイデア出しをした。 

まず初めに、田中浩也教授と「ドローンを Gコードで制御できたら何ができるか」というテ

ーマで話し合った結果、下に挙げる 2つが候補として上がった。 

・巨大三次元物体へのスプレー噴射 

三次元物体の 3D データがあれば、そこから一定距離離れたところを周回するように飛行す

ることができる。そのように常に一定距離を保ちながら飛行し、三次元物体へスプレーを噴

射することで、ムラなく綺麗に三次元物体を塗装することができるのでないか。 

・空中でのモノの写真の撮影 

2台のドローンでモノを撮影するというもの。1台のドローンは撮影したいモノを吊り下げて

上に直線的に飛行する。もう 1 台のドローンは、撮影したいモノの周りを空中で周回するこ

とで、「空」を背景に写真が撮影できるのではないか。また、普段取りづらいアングルから写

真を撮影することができるのではないか、というものである。 

 

次に、田中浩也研究室のメンバーと「ドローンの自律飛行を簡単にプログラムできるように

なったら何ができるか、何がしたいか」というテーマで話し合った結果、下にあげるものが

候補として出た。 

・チップマウンター、プロッター  

・病院や食べ物などのデリバリー  

・3Dプリンターなどで作ったものを人の手を介さず必要としている場所までデリバリー  

・編み物、織物のシャトルをドローンで動かす  

・複数のドローンを使用して作業効率アップ  

・車輪をつけて壁を登るドローン  

・洗濯物を高いところへ干しにいってくれる  

・ドローンをロボットアームとして扱う  

・指をさしたところへ行くインターフェースを作る  

・屋外で作業している様子を上から撮影  

 

さらに、田中浩也研究室のメンバーと「ドローンを Gコードで自律飛行することができたら

何ができるか、何がしたいか」というテーマで話し合った結果、下にあげるものが候補とし
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て出た。 

・Protopiperのように、テープなど軽い素材で3Dデータの大まかな形を空中に製作  

 

 

 
図[10] Protopiper 

 

Protopiperとは、上図のような、手で持ち運べるガンタイプのビニール射出マシンで、モノを

実際に配置する前に大きさなどを確認したりできるモノである。このような機構をドローン

に取り付けることで、巨大なもののプロトタイプを製作できるのではないかというものであ

る。 

 

・Stocsのようなモジュールを組み合わせて、空中に大きなものを製作  
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図[11] Stocs 

 

Stocsとは、上図のような中心は固く、両端は柔らかい一本の縄を何本も使って、知育玩具で

ある。こういった大きいモジュールを使って、ドローンで空中に大きいモノを製作するとい

うものである。 

 

・製作したいモノの3Dデータを入力すると、その3Dデータの点に飛ぶ。ドローンを目印に人

が作業する。空中における定規 

製作したいものの目安、目印となって人の製作を補助してくれるものである。例えば、展示

会場でどこに何を配置するかの3Dデータを入力すると、ドローンが目印となるところまで移

動して、人がそこまでモノを運んだりする、というものである。 

 

・バルブ撮影して、実寸大の建築を描画し、パースのような画像を作る  

高機能のカメラでは、「バルブ撮影」という、長時間シャッターを開いておき、その間に画角

内で動いた光の軌跡を一枚の写真に収める、という方法がある。それを利用し、暗い中で建

築の 3D データをもとに飛行させたドローンの軌跡を収め、建築のパースのような画像を製

作する、というものである。 
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以上、多く出たアイデアを分類すると、 

・モノの製作 

・人間の製作活動の補助 

・撮影 

・運搬 

・その他 

に分けられる。 

出たアイデアから、ドローンを G コードで自律飛行させることの活用を考えるにあたって、

以下の評価軸を設けた。 

・3Dデータから自律飛行ルートを生成することの意義があるか 

・現状の技術(精度、飛行時間など)で実現できるか 

・利用シーンが明確か 

考えた結果、空中における定規と、バルブ撮影による実寸大建築の描画の、混合である、「建

築の実寸大 3D データをもとに自律飛行し、建築の形状・寸法のイメージをつかむ」という

応用を考えた。 

 

3.2.2. 利用シーン  

今回は前述の通り、3Dデータを利用していて、かつラージスケールな分野、建築に応用する。 

建設予定の建築の実寸大 3D データから生成した G コードで、実際の建設予定地でドローン

を飛行させることで、その場所での実寸大の建築のイメージを掴む、サイズ感を把握する、

という実地での視察にドローンを利用する。 

想定されるシーンとしては、2つある。1つ目は、設計者が建築を設計する際に、実際の建設

予定地で、実寸大の大きさ、形状を最終決定する前に確認するというものである。2つ目は、

設計者とそうでない関係者が同時に、実際の建設予定地で、実寸大の大きさと形状を確認す

るというものである。 

 

3.2.3. 製作方法  

前述の利用シーンに合う CAMを製作した。Rhinocerosという 3DCADソフトのプラグインで

ある、Grasshopperというソフトウェアを使用した。3Dデータを入力すると、その 3Dデータ

に沿ってドローンが自律飛行できるよう、Gコードを出力するプログラムを製作した。 

3D データを入力する(①)と、ユーザーが選択した高さでモデルを輪切りにし(②)、外形をな

ぞって飛行するよう曲線を分割してポイントを選定し(③)、Gコードを生成(④)する。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ② 

      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ④ 

図 製作した CAM 

3.2.4. ユーザー実験  

ユーザー実験には、慶應義塾大学の SBC(Student Build Campus)研究会にご協力いただいた。 

建築の実寸大 3D データから生成した G コードでドローンを飛行させることで、建築の寸法

や形状のイメージをつかむことを実験の目的とする。実際に建設予定の場所で飛行を行い、

イメージをつかむのが理想だったが、建設予定地が、建物や民家、電線に近く、大学事務か

ら飛行許可が下りなかった。よって、建設予定地から 100m ほど離れた空き地を建設予定地

と見立てて、建築の設計者 1名、建設予定の建築を初めて目にする人 2人の計 3人を対象に

ユーザー実験をおこなった。 
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建設予定の建築の 3Dデータを簡易化したデータを、製作した CAMに入力した。そして出力

された G コードを Phantom4 に送信して、自律飛行をおこなった。操作は著者が行い、ユー

ザーには 3D データからドローンの自律飛行ルートを生成し、その G コードが出力されると

ころと、ドローンが自律飛行するところを 1度のみ見学していただいた。 

注:Phantom4 は自律飛行する際、2m 以下の高度を入力すると、常に高度 2m を保ちながら飛

行する。これはおそらくバグではなく、2m以下を飛行しないようになっていると考えられる。

理由としては、2m以下はビジョンポジショニングによる位置補正が行われず、さらに風の影

響を受けやすいため飛行の誤差が大きくなってしまうこと、2m以下は人間に当たる可能性が

あるということ、ちょっとした段差や壁に衝突して墜落してしまう可能性が高いということ

などが考えられる。そのため、2m以下の軌跡は 2mの高度で飛行してしまうことを先に説明

し、了承を得た上で実験を行なった。 

 

 
図 飛行実施場所 
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図 建設予定の 3Dモデル 

 

 
図 簡易化した建設予定の 3Dモデル 

 

 

図 生成された自律飛行のルート 
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図 飛行を見学する被験者 

 

 

図 生成された飛行ルートを夜間撮影したもの※ 

 

※2m以下の高さは飛行できないため、モデルを 2m上にずらし、撮影した。 

 

飛行実施後、ユーザーに GoogleFormを使用し、アンケートをとった。アンケートで実施した

質問とそれに対する回答は以下のようになった。 
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1.飛行によって、建築の大きさをイメージできましたか？(5段階) 

4点,4点,4点 平均 4点 

 

2.飛行によって、建築の形状をイメージできましたか？(5段階) 

5点,4点,4点 平均 4.33点 

 

3.飛行ルートについての改善点(もっとこう飛行すれば建築の大きさや形状をイメージしやす

い)を教えてください。 

・同心円軌道→平面方向把握重視 上下半円軌道→高さ方向把握重視 →両方同時に実行でき

ると掛け合わされて空間がより体験的になるのでは？  

・左右対象のモデルを利用する場合は、離れて見るよりはユーザーを中心に見たほうがわか

りやすいと感じた。 

・インタラクティブな要素がもっとあるといい。時間軸が操作不能なので、自分の確認した

い点にドローンが飛んでいくモードを追加するなど。  

 

4.アプリの UIについての改善点(もっとこうした方がわかりやすい)を教えてください。 

・高さ2m以下の情報をどうするか。ドーム形状については紛らわしいので高さ2mの軌跡から

スタートしてはどうか。 

・特別なソフトウェアではなく、ネイティブアプリとして作れると良いと思った。 

・一貫した体験を提供できるソフトに落とし込んだら継続して使いたいと思う。 

 

5.その他についての改善点を教えてください。 

・役割が分担された複数のドローンが同時に動きとよりライブで空間が体験できそう 

・建物の外側からの観測だけでなく内部からの観測も必要。空間の広さの感じ方が変わった。 

・点に移動した際に、若干のブレがあった。ファブリケーションマシンとして利用する際に、

その点がリミテーションにならないか考察したほうがいい。 

・3Dプリンタ・レーザカッタ等の既存のファブリケーションマシンは、出力するときは一定

の速度で移動している。今回のドローンでは、点と点で移動する際には加速・減速を行って

いたのでそれが問題にならないか懸念がある。 

・今後の展望としてソフトウェアのUI設計、読み込んだGcodeからインタラクティブなドロ

ーン移動システムを作れるとより目的に適したアプリケーションになると思う。また、軌跡

がHMDなどでARとして描画されるとより良いと思った。 
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ユーザー実験をすることで、ドローンで建築の大きさ、形状をイメージするにあたって、特

徴、改善点が明らかになった。 

飛行方法としての意見は、ドローンの飛行を外から見るのと内から見るので違うといった意

見や、複数台で同時に飛行させることによってライブ性が向上すると言った意見が得られた。 

ハードウェアの面での意見としては、2m以下の情報についてや、2点間のスピード差、飛行

のブレなど改善点が多く見受けられた。 

また、ソフトウェアの面でも、Grasshopperと iOSアプリを行き来するのではなく、1つのソ

フトで 3D データからドローンを実際に飛行させるまで一貫した体験を提供できるソフトが

あれば使いたい、軌跡が描画される HMDや ARがあると良いと言った意見が見受けられた。 

しかし、総合的に考えると、改善点は多く見られたものの、アンケートでは大きさ・形状の

わかりやすさの点数が、ともに 5 段階中 4 以上と、ドローンの飛行によって、建築をイメー

ジしやすかったといえる。 

 

3.2.5. ユーザビリティ評価  

本研究で開発した、Grasshopper、iPhoneアプリのそれぞれのソフトウェアのユーザビリティ

の評価実験を行なった。Grasshopperなどの3D CADソフトを日常的に利用している田中浩也研

究室の3人を対象とした。機体は、Parrot Bebop2を使用した。  

評価実験は以下のような流れで行った。  

まず、ドローンとはどのようなものか、一般的な制御方法などを説明し、ドローンの基礎に

ついて理解してもらう。次に、Grasshopperでいくつかの決められた3Dデータから一つ選んで

パラメーターを調整しGコードを生成し、Xcodeを使用したPC上のiPhoneアプリシミュレータ

ーで、Gコードを飛行ルートに変換してドローンに送信し、ドローンを自律飛行させる、と

いう流れを説明し、こちらで一度実践する。  

さらに、GrasshopperやiPhoneアプリの詳しい使用方法の説明を行い、被験者に実際に操作し

てもらう。なお、この際Grasshopperでの操作時間、iPhoneアプリでの操作時間は計測する。  

そして最後に被験者にGoogleFormを使用したアンケートをとる。  
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図 ソフトウェアを操作する被験者 

 

 

図 生成したGコードから飛行するドローンを見る被験者 

 

アンケートで実施した質問とそれに対する回答は以下のようになった。  
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まず初めに  

1.どのくらいXcodeを利用した経験がありますか？(日常的に利用している、利用した経験が

ある、利用した経験がない)  

「日常的に利用している」が0人、「利用した経験がある」が2人、「利用した経験がない」

が1人  

 

Grasshopperについて  

2.流れはわかりやすかったですか？(5段階)  

4点、4点、5点  

 

3.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・一回著者がやっているのを見たら迷わず出来た。  

・利用できるモデルが２種類しかなかったので、あまり操作する意義を感じなかった。  

・どういう風にスライスするのか1つ1つ説明されたため分かりやすかった  

 

4.各パラメーターはわかりやすかったですか？(5段階)  

3点、3点、4点  

 

5.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・理解は出来ましたが、実際にパラメーターを変えずに行ったので、使いこなせるかはやっ

てみないとわからない。  

・説明を受けて理解はできたが、ドローンの巡回ルートに反映されるのがジャンプ先での操

作だったので、パラメーターの変化が直感的にわかりづらかった。  

・スライサーの仕組み(一層ごとの仕分け方)が口頭だとイメージがつきづらかった。  

 

6.このソフトウェアを使用することで、簡単に3DデータからGコードを生成することができ

る。(5段階)  

3点、5点、5点  

 

7.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・工程が少なく、わかりやすかった。  

・G-Codeの生成原理が単純で理解しやすかった。また、自分も過去に２次元データからG-Code
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を制作した経験があったので。  

・Grasshopperでの作業がやや工数が必要なため。  

 

iPhoneアプリについて  

8.流れはわかりやすかったですか？(5段階)  

4点、5点、5点  

 

9.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・迷わず使うことができた。  

・操作する箇所が少なかったので。  

・機能なシンプルで、覚えることが少なく、自動操縦に必要なボタンが上から下へとなって

いて分かりやすかった。  

 

10.もしドローンが予期せぬ挙動をしたらとっさに対応できそうですか？(5段階)  

3点、4点、5点  

 

11.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・Emergencyボタンもありますし、３Dプリンターと違ってGCODEで動いている最中でもコ

マンド送ると一時停止できるのでとっさの操作がしやすいと思った。  

・Emergency Stop以外は本来のドローンコントローラに依拠しているので、その操作に慣れ

ていないと咄嗟に対応できなさそうだと思った。ドローンの現地点に対する移動先がビジュ

アルで示されたようなボタンがあればわかりやすいのでは。  

・どう対処すればいいか分からないが、とりあえず避難をする。  

 

12.このソフトウェアを使用することで、簡単にGコードからドローンを飛行させることがで

きる。(5段階)  

2点、5点、5点  

 

13.そう思った理由、改善点を教えてください。  

・コピペするだけで実際の飛行につながって驚きました。  

・実際に詰まることなく体験できたので。  

・実際のタブレットで行った場合、今回の実験のようにコピーアンドペーストでG-codeが貼

れないため  
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全体を通して  

14.良かった点を教えてください。  

・想像以上にわかりやすくて、ドローンを飛ばしたことのない私でもすぐにGCODEをもとに

飛ばすことができてびっくりしました。  

・3Dモデルを大きなスケールで疑似的に体験できた。3Dプリンターの物理的な制約を超え、

新しい3Dデータの使い道のイメージを刺激された。  

・手動操縦と自動操縦を両方体験できた点。自動操縦をする必要が理解できた。 

 

15.改善点を教えてください。  

・私はGrasshopper、Xcodeに馴染みがあった上英語も読めるのでインターフェースに戸惑い

ませんでしたがそうでない人はどのくらいスムーズに使いこなせるかな？と思いました  

・実験の時間上仕方がなかったと思うのだが、やはり自分で3Dデータを選んでドローンを飛

行させてみたかった。自分の馴染みのあるデータを飛ばして脳内のイメージと実際の経路を

比較してみたい。  

・実際にタブレットで使ってみたいです。 

 

16.このソフトウェアを使用することで、簡単に3Dデータからドローンを飛行させることがで

きる。(5段階)  

3点、5点、5点  

 

17.このソフトウェアを使用して、また3Dデータからドローンを飛行させてみたい。(5段階)  

4点、5点、5点  

 

18.このソフトウェアを改変してみたい。(5段階)  

2点、2点、4点  

 

19.上記を3以上にマークした方に質問です。このソフトウェアのどこをどのように改変した

いですか？  

・角度設定をより自由にして、長時間露光撮影以外の使用をしてみたい。  
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アンケートでは、様々な評価を得ることができた。 

ソフトウェアの UIに関しては、細かい改善点が多かったので、ドローンの初心者向けへの必

要性を感じた。 

他にも、Xcodeと Grasshopperの両方を使用していることから両方のソフトの操作に慣れてい

ないと使いづらい、といった開発環境に関するものもあった。 

質問 18では低い点数だったのは、ドローンの飛行の精度、安定感の低さによるものであると

考えられる。 

様々な改善点が見られたが、総合して質問の 6では平均 4.3点、12では平均 4点、16では平

均 4.3点と、3Dデータからドローンを簡単に飛行させることができていることが見て取れる。  
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4. 考察  

 

この章では、開発・実践を終え、考察する。 

 

4.1. 結論  

本研究では、ドローンを Gコードで自律飛行させることができた。しかし、デジタルファブ

リケーション機器のように扱うことができたといえるか。デジタルファブリケーション機器

は、その名の通り、「デジタル」な「ファブリケーション」をする「機器」、つまりデジタ

ルデータからモノを作る機械である。その中で、3Dプリンターやミリングマシンなどは、三

次元移動ユニットの先端に、射出器や高速回転ユニット及びミルが付属していることで、デ

ジタルファブリケーション機器として成り立っているといえる。つまり、XYZで移動する三

次元移動ユニットと、モノを加工・製作する先端のユニットに分けられるが、本研究ではド

ローンにモノを加工・製作するユニットがついておらず、XYZで移動する三次元移動ユニッ

ト部分のみであると言える。よって、デジタルファブリケーション機器のうち、三次元移動

ユニットと同じように制御することはできているが、完全にデジタルファブリケーション機

器として扱えているとは言えない。 

しかし、ドローンに、加工ユニットを追加して利用することで、範囲の制限がない、デジタ

ルファブリケーション機器として扱うことができる。今回、精度や最大積載量の問題で加工

ユニットは搭載していないが、技術の進歩により改善されれば、ドローンが巨大デジタルフ

ァブリケーション機器の移動ユニットとして活躍することだろう。 

 

巨大デジタルファブリケーション機器 = 移動ユニット(ドローン) + 加工ユニット(？) 

 

 

4.2. 考察  

果たして、ドローンを自律飛行させるにあたって、G コードという規格は最適だったのだろ

うか。 

ドローンは、3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション機器よりも多くのセンサーが

搭載されている。デジタルファブリケーション機器にはなく、ドローンに搭載されているも

のは、カメラやジャイロセンサー、GPS センサー、超音波センサーなどがあげられる。その

理由としては、デジタルファブリケーション機器のように、決められた範囲の中で決められ

た移動をするのと違い、ドローンは常に不測の状態であるからである。 
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ホバリングする際は、風が吹いたり、プロペラが曲がっていたりなどの不測の状態に対応で

きるよう、位置が変わらないよう傾きや位置情報をセンシングしながらモーターの回転数を

常に調整しながら回転させる必要がある。 

ドローンの自律飛行には 2種類あると考えられる。 

1つ目は決められたルートを飛行するもの、2つ目は決められたアルゴリズムで飛行するもの

である。 

1 つ目の、決められたルートを飛行するものというのは、今回のように飛行させる範囲、ル

ートが明確な状態で飛行させることを指し、同じルートを別の場所でも再現することができ

る。 

2 つ目の、決められたアルゴリズムで飛行するものというのは、飛行させる範囲、ルートが

明確ではなく、ドローンがセンサー類の情報から、決められたアルゴリズム(前進し続けて前

に壁があったら右に 90 度回転する、など)でルートを確定しながら飛行する。これは、デジ

タルファブリケーション機器よりも搭載されているセンサーが多く、飛行しながら外界をセ

ンシングすることができることによって可能になっている。 

2 つ目の決められたアルゴリズムで飛行する場合には、条件分岐など、複雑なプログラムが

必要になる。しかし、G コードは、目標地点の座標しか指定していない、簡易なものになっ

ている。よって、G コードは前述の 2 種類の自律飛行方法のうち 1 つ目の、決められたルー

トで飛行する場合には適している。本研究での応用のような、飛行させる範囲、ルートが決

められた建築の外形の軌跡を描く際は、Gコードで制御するのが適していたといえる。 

 

4.3. 展望  

前述の通り、ドローンは、空中を範囲としたデジタルファブリケーション機器のように扱う

ことができる。しかし現在ドローンは、バッテリーや最大積載量、空中での精度など、様々

な技術的な問題から、ドローンから材料を射出したり、何かを切削したりすることは難しい。 

現在、水素電池によって数時間飛行できるドローンの開発や、GPSや GLONASSのみではな

く地上にある基地局とも通信することで、非常に高精度で飛行することができる制御方法な

ど、技術は日進月歩である。 

技術の発達により、ドローンから材料を射出したり、何かを切削したりすることが可能にな

った場合は、ラージスケールの物体の製作、高所や人間の立ち入ることができない地域、空

域での加工など、需要はあると考えられるので、実際にデジタルファブリケーション機器の

ような活用がされると考えられる。建築スケールのものを 3Dプリントする際は、巨大 3Dプ

リンターのうちの移動ユニットにドローンが利用されるかもしれない。 
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巨大 3Dプリンター = 三次元移動ユニット(ドローン) + 材料射出ユニット 

 

また、デジタルファブリケーション機器としてドローンを利用するようになった際には、デ

ジタルファブリケーションの欠点である、加工の遅さを、ドローンを複数台制御することで

カバーできる。範囲の制限がないデジタルファブリケーション機器であると同時に、台数の

制限もないので、複数台で同時に一つの作業に取り掛かれば、高速、短時間で巨大の物体を

製作できる。 

そういった、ドローンをデジタルファブリケーション機器と同じように制御する必要がある

際は、本研究が少しでも参考になれば幸いである。 
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飛躍するドローン 

~マルチ回転翼型無人航空機の開発と応用研究、海外動向、リスク対策まで~ 

著：野波健蔵 他 

出版社：(株)エヌ・ティー・エス 
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7. 付録  

 

この章では、著者がこの研究を行うに至った活動と、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内に

てドローンを飛行させる上での申請や許可、注意点について記述する。 

 

7.1. これまでの活動  

著者が、Gコードという、3Dプリンターやミリングマシンを制御するテキストの規格を知り、

扱い始めた頃の作品や、ドローンに触れるきっかけとなったレースチームについて紹介する。 

 

7.1.1. Gコードドット絵  

この Gコードドット絵は、著者が 2年の秋学期、Gコードというものを初めて扱った際に製

作した作品である。 
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図 Gコードドット絵 

 

3D プリンターの、材料を射出するヘッド部分を何かに変えて、3D プリンターの新しい活用

を考えるという課題に対し、この作品を製作した。 

この作品では、画像の解像度を下げ、白黒の濃淡のみをそれぞれのピクセルで抽出した。抽

出した濃淡によって、3Dプリンターの先端につけたサインペンを紙に下ろす高さを変えるこ

とによって、濃い部分はペンが深く押し当てられて広い範囲が塗られるように、薄い部分は

ペンが浅く押し当てられて狭い範囲が塗られるように分けることで、濃淡のついたドット絵

を作ることができた。 

G コードが思っていたより扱いやすいことを初めて感じた、G コードとの出会いとなる作品

である。 

 

7.1.2. Meshlicer 
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図 Meshlicer 

 

著者が 2年生の秋学期の最終製作として、製作したのがこの Meshlicerである。 

Grasshopper で、3D データを入力するとそれを短い時間、少ない材料で 3D プリントする G

コードを生成するプログラムを製作した。名前の由来は、Mesh + Slicerであり、その名の通

り、三角形のメッシュ状にスライスする。3Dプリントする際、通常のように下から材料を 1

層ずつ積み上げていくのではなく、1 層射出し、その上に次の層を支える支柱を射出し、を

繰り返すことで、通常時よりも格段に高速でプリントすることができるというソフトウェア
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である。Rhinocerosという、3DCADソフトのプラグインである Grasshopperで製作した。 

 

7.1.3. KART 

私がドローンに没頭するきっかけとなった、ドローンレースチームである。2015 年 12 月に

発足した。授業の中のグループワークで出会った 4人で設立した、「ドローンをヒーローにす

る」ことを目標に活動しているサークルである。3 月にドバイで行われた、史上最大規模の

ドローンレースを始め、最盛期は 1 ヶ月に 1 回以上地方や海外へ遠征して、ドローンレース

へ参加した。ドローンレースのみならず、ドローンのビジネス活用や、最先端技術に触れる

ことができ、今の著者を形成している大きな要素の一つである。 
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図 KART 

 

7.2. 校内でのドローン飛行ルール  

今回、ドローンを慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内で飛行させるにあたって、各所から許

可を得る必要があった。日中飛行させるにあたっては、大学事務からのみの許可、夜間飛行

させるにあたっては、国土交通省からと大学事務の 2箇所からの許可が必要だった。 

国土交通省に関しては、こちらを参考にしていただきたい。 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html (2017年 1月現在) 

大学事務への大学構内でのドローン飛行申請に関しては、ルール制定の真只中であるが、2017

年 1月現在の飛行申請における、申請書に必要な記載事項に関して、箇条書きで記述する。 

・申請日時 

・申請者 

・担当教員名前・教員印 

・飛行目的 

・飛行予定時刻 

・飛行予定場所 

・飛行予定の操縦者 
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・飛行方法 

・飛行機体 

・保険加入の有無 

・緊急連絡先 

(・国土交通省への飛行申請、許可の有無) 

(・保有資格) 

 

大学事務からの許可や、国土交通省からの許可に関係なく、ドローンを飛行させる際は、安

全に飛ばすことを心がけなければならない。 

ドローンは、3Dプリンターと違って、「関係のない人が関係のある人になる」ことがある。 

3Dプリンターで事故が起きても、せいぜい射出部分の温度が上がりすぎて材料がドロドロに

なって溶け出すであったり、温度の上がった射出部分に触れてしまい火傷を負ってしまうで

あったり、せいぜいその程度である。しかし、ドローンに関しては、制御不能になって予想

外の方向へ飛んで行ってしまい、第三者に高速回転するプロペラが当たってしまい、命を危

険にさらしてしまうなど、非常に恐ろしい事態が起こりかねない。よって大学構内のみなら

ず、「ビビリ」ながら飛行させることが大事である。 

 


