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•「ゲリラ豪雨」など局所的な気候変

動は、都市化によるヒートアイランド

現象が関係。局所域ごとの気象計

測が必要。 
•局所・短期気象予測の可能性 

~3000mの上空気象観測

装置を提供したい 

従来の気象観測方法 
ラジオゾンデ・・・無線によるデータ受信，機器回収が困難。 
係留気球・・・法令上の制約，航空機の障害物となり夜間観測は不可。 
有人航空機・・・・制約条件が多く，コストもかかる。 
ラジコン飛行機・・・・視認可能な範囲（数百m程度）に限定される。 

従来技術とその問題点 
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新技術の基となる研究成果・技術 

１）自律航行 
目視では操縦できない高度・距離を航行し，自動で観測データを
取ることができる。 
                    関連する研究成果： ・GPSによる測位技術 
                                  ・GPS自律移動ロボット など              
２）独自の安定な構造 

ヘリコプターなどは元来空中の人・物の移動を目的とした飛行体。自律航行さ
せることはできるが制御が難しい。一方， 
提案する機体は垂直上昇・下降に特化した自立安定な機体
構造を持つ。 
             関連技術： 各種センサ応用，マイコン技術 など  
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新技術（独自の機体制御構造） 
機体の姿勢の制御は、 
最低２自由度で可能 
（ヘリコプタは最低でも４自由度以上）  

・プロペラ制御 
・本体制御 
 

※電子技術により単純な機械的制御機構でも任意
の地点の飛行を実現 
 
機械的構造が単純→低コスト，高信頼性，メンテナンスも容易 
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動作原理 

•機体はプロペラの反力で自転。 
•地磁気・ジャイロセンサから自転速度および現在の方向を算出。 
•自転に同期した正弦波で尾翼を制御することで尾翼は一定向きになる。 
•尾翼の振動の位相を制御することで任意の方向への移動が可能。 
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機体の安定性について① 

空力中心 
重心 

推力の作用点 

空力中心 

重心 

推力の作用点 

空力中心と重心が
離れすぎると才差
運動が起こりやす
く安定しない． 

頭が下がり，本体が翼となって
飛行機のように飛んでしまう． 

空力中心 

空力中心より重心が少し下で安定 

ただし，いったん回転軸が揺れて
才差運動が起こると，揺れは拡大
する方向に働き回復できない． 

重心 

推力の作用点 

ジャイロセンサを
使って揺れを補正 
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機体の安定性について② 

直行した２尾翼で
操縦と安定化 

移動方向 

尾翼によ
る制御力 

コリオリ力 

コリオリ力によ
る軸ブレが生じ
る 

方向舵：横方向移動
のため機体を傾ける 

安定翼：コリオリ
力を打ち消すよ
うジャイロで制御 

※実際には，２尾翼の双方を操縦と安定化に使う 
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地磁気を使った尾翼の制御例 

phasRud= phasRud-dir; 
・・・ 
 
posRud=posC+cos(phasRud*PI/180)*angRud*KRUD; 
 
posStb= posC -sin(phasRud*PI/180)*angRud*KRUD;    
  
・・・ 
rudder.write(posRud); 
stabilizer.write(posStb); 
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磁気センサで検出
した機体の向き 

目標地点への向き 

機体の向きを考慮した 
ラダーサーボの制御量 

中央値 

目標地点との距離
による比例値 

尾翼（ラダー）を動かす 

機体の向きを考慮した 
スタビライザーサーボの制御量 

尾翼（スタビライザー）を動かす 

ラダー 

スタビラ
イザー 

地磁気センサ 
N 
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試作機 

ブラシレスモータ・
プロペラ アンプ 

ジャイロ
サーボ 

R/C受信機 

安定翼 方向舵 

バッテリー 

CPU基板 温度センサ 

地磁気センサ GPS 
裏面に配置 
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超音波
センサ 

初期型 

２号機、安定翼追加 球形の３号機、（対称性向上、プロペラガード、尾翼ガード） 
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二重反転モータによる試作機 
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二重反転ブラシレス
モータ・プロペラ 

アンプ 

ジャイロ 

R/C受信機 

安定翼 
方向舵 

バッテリー 

CPU基板 

裏面に配置 

地磁気
センサ 

二重反転モータで製作 
・小型高出力 
 

制御方法 
・ロール軸：２つのモータの出力
調整（ジャイロセンサでパワーバ
ランスを制御） 
・ヨー軸，ピッチ軸：可動尾翼 
 

自転制御 
・方位を基準にした制御 
・機体が回転（自転）しながらでも
制御可能 
→片方のモータの故障に対する   
  フェールセーフ 
・全方位観測など応用が拡大 
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方位を基準にした操縦方法 
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N 

S 

E W 

CW,CCWのバ

ランスを取り向
きを固定して
移動 

CW,CCWのバラン

スが崩れて自転し
ながらでも指定し
た方位に移動 

スティックの動
きが東西南北
方向に対応 

上昇・下降 

左右回転 

方位を基準にした移動方向の指示を行う。GPSを搭載した自律飛行の場合には、現在地か
ら目標地への方位を与えればこの操作方法がそのまま適用できる。  
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日時： 2012/3/14 17:00ごろ 
地表付近は冷え込み、上空１００ｍ
付近で温度が下がり始めている 
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高度（GPS）対温度の計測結果 

高度制御と計測 

設定上昇率
と比較しな
がら出力を
PID制御 

気圧センサ
で上昇率を
計測 

高度制御 

温度計測の設定高度 
（一定高度毎など） 

計測方法 

温度計測を行った高度 

GPS受信（高度計測） 

高度 

原点 

設定高度を超えた
時点で、高度と温
度等の環境計測を
行い記録させる 

次の計測予定高度 
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※GPSだけでは高度制

御は困難．気圧センサを
併用しながら調整中． 
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GPSによる位置制御 
目標地点との偏差に応じて舵角を調整 
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※比較的横風の影響を受けやすい．強い横
風では偏差が大きくなったので検討が必要 
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原点に向かうよう距離に比例してサーボを制
御できている → PID制御で風に対応させる 

GPSによる位置制御飛行中の方向舵
の 
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自律観測動作フローの例 

定置上空の観測・帰還 

②GPS受信，レディ状態 
スタートSWで次へ ⑦停止 

⑧PCと接続し,データ出力 

⑥ホバリング 
地上から５－１０ｍの範囲
に入ったらいったんホバリ
ング，超音波センサ等を
使って緩やかに下降 

③計測 
設定上昇率で上昇しな
がら測定・記録． 
（GPSにより座標維持） 

①電源投入：初期化，
GPS受信開始 

④測定完了 

⑤設定下降率で下降 
（ GPSにより座標維持） 

※安全対策 
どの状態でも，強制的に
無線操作可能 ※これら個々のプログラム作

成と動作検証まではできた 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

提案する飛翔体の特長： 
•電子技術により少ない自由度で自律安定な飛行体が実現可能。 
•小型、軽量、低コスト化が期待でき、メンテナンスも容易。 
•自律航行で、リモートコントロール不可能な高度まで観測が可能。 
•観測後に機体を回収して記録されたデータを読出すことができる。 
•航空法の制限が少ない（管制区域外250m以下は制限なし，それ以
上は届出） 

観測方法の独自性： 
•風に流しながら情報を記録して、風向・風速の情報を得られる。 
•能動的に位置固定して制御量から風向・風速を得られる可能性。 
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想定される用途 

・ヒートアイランド現象の解明、対策など 

・特定地点の気象短期予想 

・特定地点・高度における温度、湿度、風向、風

速、 CO2、NOXなど特定ガス濃度、PM2.5など微

粒子の計測 
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想定される業界 

• 利用者・対象 
  気象庁、自治体、都市計画・環境研究、教育施設、 

  個人（マリンスポーツ，アウトドア，趣味）など 
 

• 市場規模 
  日本の気象情報産業は300億円ほど。アメリカはその20倍。※ 

  ラジオゾンデによる定時観測は毎日２回、全国１６箇所および昭
和基地。（1台約3万円、回収困難） 

   DIY気象観測装置も市販。（千円～100万円以上まで幅広い） 

   
※ 参考URL  http://knowhow.dreamgate.gr.jp/monozukuri/id=1156 
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実用化に向けた課題 

• 現在、動作原理の確認と制御検証用に小型試作機
を開発済み。しかし、機体重量に較べてモータ出力が
小さく高高度飛行ができない。 
 

• 今後、中型・大型のバッテリー・モータ・プロペラを搭
載した機体を作製し、高高度飛行と気象情報集収の
実証実験を行っていく。 
 

• 実用化に向けて、獲得高度を3,000ｍ程度まで得られ
るよう技術を確立する必要がある。 
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企業への期待 

• 本技術の実用化に関心がある企業との共同研究を

希望。 
• 従来の気象観測技術に知見を持つ企業との共同

研究を希望。 
• また、GPSを使った自律航行に関心のある企業には、

本技術の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：気象観測装置 
   出願番号  ：特願2010-232000 , 特開2012-83318 

• 発明の名称 ：飛行体 
         出願番号  : 特願2010-232001 ,特開2012-81936 

• 出願人 ：独立行政法人国立高等専門学校機構 
• 発明者 ：葉山清輝、入江博樹 
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お問い合わせ先 

熊本高等専門学校  
総務課 研究推進係 

ＴＥＬ 096-242-6433 
ＦＡＸ 096-242-5503 
e-mail  sangaku@kumamoto-nct.ac.jp 
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