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記号の説明
記号
M:
S:
α:
ṁ :

説明
機体乾燥重量
前方投影面積
ピッチ角
空気質量流量

１．実験の目的

vi : 誘起速度

m/s

V∞ : 一様流速度

m/s

T: 推力

N

L: 揚力

N

D: 抗力

N

P: 仕事率

W

A: ローターディスク面積

m2

CT: 推力係数

-

CP : パワー係数

-

CQ: トルク係数

-

CD: 抗力係数

-

FM: ホバリング性能指数

-

η: ローター性能指数

-

V

I: 出力電流

A

ρ: 空気密度
q: 動圧

して高い位置・姿勢安定性を実現している．こう

トを行い，墜落する事故が相次いでいる．より安
全なマルチコプターの利用の為にも，物理的な飛
行限界について理解することは重要である．本実
験では DJI 社製の Phantom4（第１図）を用いて飛
行試験を行い，機体の姿勢角などを実測する．ま
たピトー管を併用して対気速度を取得すること
で空力係数を測定する．さらにヘリコプターや固
定翼機などと比較することで，マルチコプターの
空力特性について理解を深める．

rad/s

E: 出力電圧

高応答の電動モーターによって飛行し，外乱に対

その為，物理的な飛行限界を超えた環境でフライ

ω: 回転角速度

m

れるようになった．現在主流のマルチコプターは

されており，空力性能に着目されることは少ない．

Nm

R: ローター半径

グ，運搬といった用途にマルチコプターが使用さ

した優れた飛行性能は高度な制御によって実現

Q: トルク

g: 重力加速度

近年，空撮を始め，建築物検査や 3D マッピン

単位
kg
m2
rad
kg/s

m/s 2

第１図：DJI 社製 Phantom4 外観[1]

3

kg/m
Pa

２．DJI Phantom4

記号の定義

Phantom4 は空撮に特化して開発されたドロー

𝑇
𝐶T ≡
𝜌𝐴𝜔 2 𝑅2

ンであり，複数のセンサーを搭載し，極めて高い

𝑃
𝐶P ≡
𝜌𝐴𝜔 3𝑅 3

載したセンサーにより計測，演算されたデータを

𝑄
𝐶Q ≡
𝜌𝐴𝜔 2𝑅 3

ログを抽出することで空力特性の計算に必要な

安定性と冗長性を実現している．また飛行時に搭
機体内部のロガーに記録しており，これらの飛行
各種物理量を測定することができる．
1

２．１

姿勢角

本実 験では 第３ 図及び 表１ に示す よう に，

マルチコプターでは姿勢角の推定に加速度・ジ

Phantom4 と同じモーター・プロペラにて，事前に

ャイロ・地磁気センサーを用いる．各センサーは

KTを実測しておき，この実測値を用いて飛行中の

機体に固定されており，それぞれ機体固定座標

モーターの出力トルクを推定する．

(X,Y,Z 軸)周りの加速度・角加速度・地磁気強度を
測定する．このような方式はストラップダウン方
式（重力加速度方向を参照する為）と呼ばれ，マ

0.0 [Pa]
3.8 [Pa]
10.9 [Pa]

ルチコプターのような UAV や人工衛星，ロケッ
トなどで用いられる．測定されたデータはカルマ

21.8 [Pa]

ンフィルタなどにより統合され，複数個のデータ
𝑄

により姿勢角を計算する．
一方で旅客機や潜水艦などでは機械式ジャイ
ロ（地球ゴマ）を用いて地球に平行な面（プラッ
トホーム）を作り出し，姿勢角を測定する．

I [A]

ストラップダウン方式は小型軽量である反面，
姿勢角推定のための計算量が多く，近年の電子計

第３図：各動圧における電流とトルクの関係

算機の発展とともに普及した．
本 実 験 で は Phantom4 内 の AHRS(Attitude
Heading Reference System，第２図)によって計算さ

表１：各動圧における電流とトルクの補完式

れた姿勢角を用いる．

q[Pa]

補完式

0.0

Q = -8.25∙10-4 ∙I2 + 1.94∙10-2 ∙I + 6.59∙10-3

3.8

Q = -7.63∙10-4 ∙I2 + 1.88∙10-2 ∙I + 4.95∙10-3

10.9

Q = -7.29∙10-4 ∙I2 + 1.83∙10-2 ∙I + 4.20∙10-3

21.8

Q = -6.87∙10-4 ∙I2 + 1.77∙10-2 ∙I + 3.28∙10-3

第２図：Phantom4 内蔵 AHRS[2]
２．２

モーター

２．３

位置制御

Phantom4 では飛行にブラシレスモーターを用

ドローンの位置制御には GPS が広く用いられ

いている．ブラシレスモーターは DC モーターと

ているが，本実験環境のように室内などの電波遮

同様のモデル化が行える．

蔽が起きる環境では GPS による位置制御を行う

DC モーターでは電流 I と出力トルク Q の間に

ことが出来ない．近年では GPS の代わりに WiFi

以下の関係式が成り立つ．
Q=KT I

の電波を用いた位置制御や，画像認識による位置
(1)

制御が実用化されている．本実験で用いる

理想的なモーターにおいては，KTは一定値を取る

Phantom4 は光学式マウスのように画像認識によ

が現実にはモーター内での銅損・鉄損，ローター

って対地速度を取得するセンサー（オプティカル

のトルク変動による進角のズレなどによってモ

フローセンサー）を搭載しており，室内でも高度

ーター効率が低下し，KTは変化する．

な位置制御が可能である．
2

３．ローター

ローターを通過する空気の質量流量は，

運動量変化からローターの性能を概算できる

̇ = 𝜌𝐴√(𝑉∞ cos 𝛼)2 + (𝑉∞ sin 𝛼 + 𝑣i )2

(5)

（運動量理論）．運動量理論ではローター性能の

となり，推力 T はローターに鉛直方向の運動量保

理論的限界値を与える．

存を考えることで(6)式が成り立つ．

より詳細な解析ではローターのある部分にお

𝑇 = 2𝜌𝐴𝑣i √(𝑉∞ cos 𝛼)2 + (𝑉∞ sin 𝛼 + 𝑣i )2

(6)

ける局所揚力・抗力を計算し，ローター全体で積

前進飛行時にはローターは流体に(𝑉∞ sin𝛼 + 𝑣𝑖 )𝑇

分することで推力・パワーを計算する．
（翼素解析）

の仕事をする．このためローターの性能評価には

３．１

(7)式で定義されるηを用いる．

ホバリング

ローター前後で運動量変化を考えると(2)式が
𝜂≡

導かれる．さらにローターの流体にした仕事を考

(𝑉∞ sin𝛼 + 𝑣i )𝑇
𝑃

(7)

(7)式における𝑣𝑖 は(6)式から導かれる値であり，(2)

えることで(3)式が導かれる．
（別配布解説を参照）

式と異なることに注意する．
𝑇
𝑣𝑖 = √
2𝜌𝐴

(2)

４．実験方法
４．１

𝑇3
𝑃=√
2𝜌𝐴

(3)

実験準備

１．ドローンの重心測定試験
前進飛行時には機体を斜めに傾ける必要があ

(3)式はディスク面積 A のローターにおいて T

るが，重心と風圧中心が一致しないため，モーメ

の推力を出す際の仕事の最小値を与える．現実の

ントが生じる．モーメント係数CMを計算する為に，

ローターでは有害抗力などによって(3)式の値よ

重心位置を測定する．

り必ず大きな仕事が必要となる．ホバリング時に
お ける ロータ ーの 性能を 評価 する指 標と して

以下に重心の測定手順を示す．

FM(Figure of Merit)があり，(4)式のように定義され

１）Phantom4 を異なる位置にて紐で吊り下げ，写

る．

真を撮影する．
２）重心は紐の延長線上にある為，異なる吊り下

Pideal 1 T3
C3/2
T
FM≡
= √
=
Pmesure P 2ρA √2CP
３．２

(4)

げ位置における画像を重ね合わせ，重心を算出す
る．

前進飛行時

３）ローター間距離など，既知の値を参照するこ

前進飛行時には第４図のようにローターに空

とで，重心位置を算出する．

気が流入する．

T

４．２

L

飛行試験

飛行試験は１．ホバリング試験と２．前進飛

𝑉∞ sin 𝛼

α

行試験の２種類に分けて行う．

α

𝑉∞

𝑣𝑖
𝑣𝑖

１．ホバリング試験

̇

ホバリング試験ではドローンを空中約 1.5m 程

𝑉∞ sin 𝛼 + 𝑣𝑖

度でホバリングさせる．

𝑉∞ sin 𝛼 + 𝑣∞

搭載するペイロードをメモしておき，各種ペ
第４図：前進飛行時の運動量変化

イロードを搭載した際のデータを取得する．
3

５．実験結果の整理

以下に実験手順を示す．

１．データの選択
１）飛行を行う場所の半径 5ｍ以内に障害物がな

Phantom4 から抽出したデータは電源を入れて

いか，人がいないかを確認する．

から切るまでの間の全てのデータが記録される．

２）指定のペイロードを搭載する．

本実験では使用しないデータも多数記録される

３）Phantom4，コントローラーの電源を入れ

ため，使用するデータと使用しないデータを選別

る．

する．また本実験では定常飛行時についてのみ，

４）飛行したのち，1.5m 程度の高さにて 10 秒以

考察をするため，各種データの時間履歴を参照し

上ホバリングさせる．

て定常性の高い部分の平均値とり，その平均値を

５）Phantom4 から飛行データを抽出する．

用いて解析を行う．
（第７図参照）
0

-1

２．前進飛行試験

-2
ピッチ角p[deg]

ホバリング試験ではドローンを低速風洞の下
流にてホバリングさせ，前進飛行時を模擬す
る．
風洞の動圧を 3.8Pa，10.9Pa，21.8Pa とした時

-3
-4
-5

-6
-7

のデータを取得する．動圧はピトー管にて取得

-8
0

する．
ピトー管は総圧と静圧の差圧を計測する装置

10

20
時間t[sec]

30

40

第７図：定常飛行時の例（ピッチ角）

である．動圧と流速の関係は Bernoulli の定理よ
り，(9)式のようになる．
1
𝑞 = 𝜌𝑉∞2
2

２．前進飛行時の𝑪𝐓 の取り扱い
前進飛行時の解析においては前後のローター

(9)

の推力比を与える必要がある．実際は前進飛行時
はローターに沿う流れが生じる為，ローターの位

以下に実験手順を示す．

置によって動圧，迎角が変化し，ローターの回転
速度に𝐶Tが依存する．ただし本実験のように前進

１）飛行を行う場所の半径 5ｍ以内に障害物がな

速度がローター回転速度に比べて十分に小さい

いか，人がいないかを確認する．

場合は𝐶Tの変動は小さく，無視できるとし，𝐶Tが

２）指定の動圧になるように風洞の動圧を調整

ローター回転速度に依存しないと仮定して𝐶T を

する．

算出する．
（参考：第８図）

３）Phantom4，コントローラーの電源を入れ
る．
４）飛行した後，風洞下流に飛行させ，10 秒以
CT /𝐶

上ホバリングさせる．
５）Phantom4 から飛行データを抽出する．

𝑉∞ cos 𝛼/(𝑅 )

第８図：本実験条件における𝐶Tの変動測定値[3]
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６．課題・考察

課題２

課題１

７）一般的なヘリコプターとドローンにおいて

空力係数に関する考察

マルチコプター性能に関する考察

１．ホバリング試験

推力変更方法の違いについて述べよ．またその

１）(5)，(6)式を導出せよ．また(3)式は固定翼に

長所短所について各種文献を調査しまとめよ．

おいては何に相当するか考察せよ．
８）Phantom4 の最大飛行速度を推定せよ．ただ
２）モーターの特性データ(第３図，表１），及び

し CD, 𝐶M, η は課題１で計算した値を用いよ．そ

Phantom4 から抽出したデータ（HP からダウンロ

の他計算に用いた値には根拠・仮定を示すこ

ード）を用いて𝐶T,𝐶Pを計算せよ．また𝐶T,𝐶Pから

と．

FM を計算し，結果について考察せよ．
９）Phantom4 に最適なバッテリー重量について
３）ペイロードを搭載した場合についても２）

考察し，Phantom4 のバッテリーを変更すること

と同様の解析を行い，結果について考察せよ．

で，ホバリング時間をどれほど向上させられる
か検討せよ．

２．前進飛行試験

７．参考資料

４）鉛直方向の力の釣り合いを考えることで𝐶Tを
計算せよ．また𝐶Pを計算せよ．

表２：Phantom4 諸元
本体重量[g]

918

５）各動圧について η を計算し，プロットせよ．

ローター半径[m]

0.12

また計算された η について考察せよ．

ディスク面積 m2

0.04524

前方投影面積 m2

0.185

６）定常飛行時における，力・モーメントの釣り

モーター最大出力[W]

合いを考えることで各風速にて𝐶D ,𝐶M を計算し，
プロットせよ．代表面積 S は迎角 0°時の前方投
影面積を，代表長 L はプロペラ間距離を用いる．
𝐷
𝐶D =
𝑞𝑆

80

バッテリー重量[g]

462

バッテリーエネルギー密度[kJ/kg]

633

2 1mm

24 mm

(10)
162mm

𝑀
𝐶M =
𝑞𝑆𝐿

(11)
3

mm

24 mm

第１０図：Phantom4 寸法

８．注釈
[1],[2] DJI 社 HP(www.dji.com/phantom-4/)

第９図：前進飛行時に働く力とモーメント

[3]α=[0,3,6,9,12] (単位:deg) , q=[0,3.8,10.9,21.8]
(単位:Pa)での測定結果
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