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複数の GNSS アンテナ搭載 UAV を用いた高精度位置姿勢推定と
精密三次元計測
Precise Position and Attitude Estimation of UAV by Using Multiple GNSS Receivers
for 3D Mapping
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This paper describes an accurate attitude determination technique using multiple global navigation satellite
system (GNSS) receivers and antennas for small unmanned aerial vehicles (UAVs). A laser survey using a small UAV
needs highly accurate position and attitude information for reconstructing 3D models. The proposed technique uses
the multiple GNSS antenna’s positions computed by the GNSS carrier phase measurements to estimate the UAV’s
position and attitude. To solve the GNSS carrier phase ambiguity, the reliable ambiguity search is performed with a
couple of constraints for the base line vector. The performance of the proposed technique is evaluated in the static test.
From the test, the proposed technique could estimate UAV’s attitude in 0.1 degree accuracy. Furthermore, the
accurate UAV’s position could be estimated in almost 100 % availability.
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1. 緒言
近年，衛星，航空機や有人ヘリ等を用いたリモートセンシ
ングに加え，自律飛行ロボット（UAV: Unmanned Aerial Vehicle）
を用いた上空からの様々な情報収集手法が研究されている．
その中でも特に，マルチコプタ型の UAV は，空中でのホバリ
ングによる静止観測が可能であり，またペイロードも比較的
大きいため，現在このマルチコプタを用いた三次元計測手法
が盛んに研究されている[1][2]．
しかしながらマルチコプタを航空測量の代替として利用す
る場合，搭載可能重量の制限から，有人機で用いられている
ような高精度な姿勢計測センサを搭載することができない．
現在利用されているジャイロによる姿勢計測システムでは，
姿勢精度が～5 度程度であり，正確な測量や地図の作成には不
十分である．また，UAV の位置計測に関しても，現在多くの
UAV で 使 用 さ れ て い る GNSS（ Global Navigation Satellite
System）による単独測位の精度は～3m 程度であり，構造物の
近くではマルチパスと呼ばれる GNSS 信号の反射波によって
測位精度が低下するという課題があった．
従来，このような低ペイロードの飛行体の位置姿勢の推定
手法として，地上に座標が既知のマーカを設置し，カメラに
より観測する手法[3]が一般的に利用されている．しかしなが
ら，地上にマーカを設置する手法は，マルチコプタの特長で
ある運用性を損なうといった問題がある．
そこで本論文では，マルチコプタに搭載可能な高精度な位
置姿勢計測手法の確立を目的とする．具体的には，複数の廉
価な一周波 GNSS アンテナ，受信機を機体に搭載し，その相
対位置関係から機体の姿勢を推定し，さらに複数の GNSS 受
信機の冗長性を用いたマルチパス検出による高精度位置推定
手法を構築する．これにより，レーザスキャナを用いた地上
の精密三次元計測に利用可能な 0.2 度，5cm 精度で UAV の位
置姿勢を計測することを目標とする．

受信機および GNSS アンテナ 3 台を位置姿勢計測用として用
いる．図 1 に制作したプロトタイプのマルチコプタ，図 2 に
マルチアンテナ GNSS システムの概要を示す．マルチコプタ
として，DJI 社の S800EVO を利用し，u-blox 社の一周波 GNSS
受信機を三台搭載している．GNSS 受信機三台を搭載した
GNSS ロガーをマルチコプタに搭載することで，三台の GNSS
観測値を同時に 10Hz で記録が可能である．図 2 に示すマルチ
GNSS アンテナシステムの重量の合計は 749g となり，小型マ
ルチコプタに十分搭載できると考えられる．

Fig.1 Prototype multicopter.

2. 複数の GNSS アンテナ搭載 UAV
本研究では，全幅と全長が 1m，搭載可能重量～2kg のヘキ
サコプタを対象とし，複数の GNSS アンテナ，受信機を用い
た位置姿勢決定システムの構築を行う．マルチコプタでは搭
載重量が限られているため，廉価で小型・軽量な 1 周波 GNSS

Fig. 2 Three GNSS antennas and receivers for UAVs.
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3. 複数の GNSS アンテナからの姿勢推定

5. 評価試験

提案手法では，GNSS の観測値である搬送波位相を用いた相
対測位を行うことで，搬送波位相の整数値バイアスを求めた
Fix 解と呼ばれる cm 精度の測位解を算出し，姿勢を推定する．
提案手法では以下のステップで姿勢角を算出する．

実際の GNSS 環境における位置姿勢の推定精度を検証する
ために地上静止試験を行った．図 4 に実験環境を示す．周囲
が建物に囲まれた環境において，数分間の計測を行った．
まず姿勢角の推定において，通常の LAMBDA 手法を用いた
解析では Fix 率が 68.1%だったのに対し，提案する基線長拘束
条件を用いた姿勢推定手法では Fix 率が 99.6%と大幅に向上し
た．提案手法による姿勢角の誤差の標準偏差はそれぞれ，ロ
ール角 0.30 度，ピッチ角 0.23 度，ヨー角 0.07 度となった．従
来の小型 UAV の姿勢角精度が～5 度であるのに対して，提案
システムでは姿勢計測精度の大幅な向上を確認した．
次に位置推定においては，通常の方法ではそれぞれのアン
テナの Fix 率が 67.2%，82.4%，80.0%であったが，マルチパス
検出手法と Fix 解の合成により，最終的な提案手法の Fix 率は
99.9%となった．以上により，マルチパスが発生する環境にお
いても高精度な位置推定が可能なことを確認した．

(1) Master アンテナ，2 つの Slave アンテナ間の基線ベクトル
をそれぞれ b1,b2 とする．Master アンテナと Slave アンテナの
GNSS 観測値から，アンテナ間，衛星間の二重差分を算出し，
搬送波位相の整数値バイアスを決定することで，高精度に 2
つの基線ベクトル b1,b2 を算出する．
(2) 得られた 2 本の基線ベクトル b1,b2 から，幾何学的なア
ンテナの配置を考慮して，マルチコプタの姿勢を決定する．
搬送波位相観測値の整数値バイアスの決定には広く RTK
（ Real-Time Kinematic ） -GNSS 手 法 で 用 い ら れ て い る
LAMBDA 法[4][5]を利用する．廉価な一周波 GPS 受信機・ア
ンテナを使用した場合，測量等で用いられる二周波 GNSS 受
信機と比較して，観測値の数が少なく正確な整数値バイアス
の決定に失敗する場合がある．そのため，2 つの基線ベクトル
の長さが既知であるという拘束条件，さらに 2 つの基線ベク
トル間の角度が既知であるという拘束条件を用いて，搬送波
位相の整数値バイアスを決定することで，正確なアンテナ間
の基線ベクトルの算出が可能になる．

4. 複数の GNSS アンテナからの位置推定
構造物の近くなどマルチパスが発生する環境では
RTK-GNSS による Fix 解が求まらず，Fix 率が低下しその結果
位置が高精度に推定できないという課題がある．そこで本論
文では，複数の GNSS 受信機の冗長性を用いたマルチパス検
出による測位精度向上手法を提案する．提案手法の前提とし
て，前章で示した手法により UAV の姿勢角が既知ならば，3
つの GNSS アンテナのうち少なくとも 1 つのアンテナの位置
が分かれば UAV の位置が算出可能である．
図 3 に提案手法の概要を示す．複数の GNSS アンテナにお
いて，マルチパスが発生する環境では同一衛星からの信号は
それぞれ異なった経路で入力される．このため，複数のアン
テナ間で異なるマルチパス誤差が発生するため，(1)複数の
GNSS アンテナの Fix 解を合成する，(2)複数の GNSS 間で同じ
衛星からの信号強度(SNR)がばらつく場合，マルチパスとして
棄却する，という二つの手法を組み合わせることで Fix 率を向
上させる．この手法では，どれか一つの GNSS 受信機から Fix
解が得られれば，機体の高精度位置が算出可能であり，また
複数の GNSS 受信機間の SNR のばらつきを検出することでマ
ルチパス削減が可能である．

Fig.4 Test environment (static test).

6. 結言
本論文では，1m サイズの小型マルチコプタに搭載可能な，
高精度な位置姿勢計測手法を確立することで，地上の精密三
次元計測を実現することを目的とした．複数の廉価な一周波
GNSS アンテナ，受信機を機体に搭載し，その相対位置関係か
ら機体の姿勢を計測し，また複数の GNSS アンテナの冗長性
からマルチパスを検出し通常の GNSS では大きな測位誤差が
発生する場所において高精度な位置を推定する手法を構築し
た．
地上静止試験での評価では，姿勢計測精度の大幅な向上を
確認し，三次元計測に利用可能な 0.2 度精度での姿勢推定を達
成した．また位置推定においても，Fix 率が大幅に向上し，提
案手法により高精度に位置が推定できることを確認した．
今後の課題として，飛行試験による推定精度の評価と，計
測した位置姿勢情報を用いた三次元計測の実現に取り組む予
定である．
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