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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の揚力源を有する飛行体の制御方法であって、
前記複数の揚力源の作動を制御してホバリング状態を維持する静止制御機能と、
前記飛行体への直接入力を検出し、該入力に応じた前記飛行体の位置移動を実現するよう
に前記複数の揚力源の作動を制御する移動制御機能と、を外部からの入力に応じて切り替
える
ことを特徴とする飛行体の制御方法。
【請求項２】
前記飛行体への直接入力が、ホバリング状態の該飛行体の姿勢を変化させる力である
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ことを特徴とする請求項１記載の飛行体の制御方法。
【請求項３】
前記静止制御機能は、
ＰＩＤ制御等によりホバリング状態を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御し、
前記移動制御機能は、
ＰＤ制御により該飛行体の姿勢を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御する
ことを特徴とする請求項１または２記載の飛行体の制御方法。
【請求項４】
前記移動制御機能は、
入力の大きさおよび／または方向に応じて、前記複数の揚力源の作動を制御する

20

(2)

JP 6161043 B2 2017.7.19

ことを特徴とする請求項１記載の飛行体の制御方法。
【請求項５】
搬送する物体を保持する保持部と、複数の揚力源と、を有する飛行体であって、
前記複数の揚力源の作動を制御する制御手段を有しており、
該制御手段は、
前記複数の揚力源の作動を制御してホバリング状態を維持する静止制御機能と、
外部からの入力に応じた前記飛行体の位置移動を実現するように、前記複数の揚力源の作
動を制御する移動制御機能と、
外部からの入力に応じて、前記静止制御から前記移動制御に制御を切り替える切り替え機
能と、を有している
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ことを特徴とする搬送装置。
【請求項６】
前記制御手段は、
前記飛行体への直接入力に応じて、前記切り替え機能および前記移動制御機能を作動させ
るものである
ことを特徴とする請求項５記載の搬送装置。
【請求項７】
前記飛行体への直接入力が、ホバリング状態の該飛行体の姿勢を変化させる力である
ことを特徴とする請求項６記載の搬送装置。
【請求項８】
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前記静止制御機能は、
ＰＩＤ制御等によりホバリング状態を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御する
ものであり、
前記移動制御機能は、
ＰＤ制御により該飛行体の姿勢を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御するもの
である
ことを特徴とする請求項６または７記載の搬送装置。
【請求項９】
前記飛行体への接触による入力を検出する入力検出部を備えており、
前記移動制御機能は、
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前記入力検出部が検出した入力の大きさおよび／または方向に応じて、前記複数の揚力源
の作動を制御するものである
ことを特徴とする請求項６記載の搬送装置。
【請求項１０】
前記制御手段は、
前記飛行体の位置を把握するＧＰＳ機能を有しており、
前記静止制御機能によってホバリング状態を維持する場合には、前記ＧＰＳ機能からの信
号を利用して前記複数の揚力源の作動を制御し、
前記移動制御機能によって前記飛行体の移動させる場合には、前記ＧＰＳ機能からの信号
を利用せずに、前記複数の揚力源の作動を制御する
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ことを特徴とする請求項５乃至９のいずれかに記載の搬送装置。
【請求項１１】
前記飛行体が、
前記揚力源がロータであるマルチロータヘリであり、
前記飛行体が、
前記複数のロータを収容するロータ収容部を有するカバーフレームと、
該カバーフレームを支持するフレームボディと、を備えており、
該フレームホディは、
一端がカバーフレームの外縁部に連結され、他端が互いに連結された複数のビームを有し
ている
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ことを特徴とする請求項５乃至１０のいずれかに記載の搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、搬送装置および飛行体の制御方法に関する。さらに詳しくは、物体を３次元
的に移動させることができる搬送装置および、かかる搬送装置に採用しうる飛行体の制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、物体を搬送する装置として、ベルトコンベアやリフタ、台車、ラジコンヘリコプ
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ターなどが目的に応じて使用されている。
【０００３】
ベルトコンベアは、ベルト上に物体を載せれば、ベルトを駆動させることによってベル
トコンベアの一端と他端との間で物体を移動させることができる。また、エレベータ等の
リフタは、ワイヤー等によってリフトを吊り下げておき、ウインチなどによってワイヤー
を巻き上げることによってリフトを垂直に移動させることができる。つまり、リフトに物
体を載せておけば、ワイヤーを巻き上げることによって、物体を垂直に移動させることが
できる。
【０００４】
上述したようなベルトコンベアやリフタは、安定した状態で移動させることができるも
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のの、ベルトやワイヤーを設置している径路に沿ってしか物体を移動させることができな
いという欠点がある。
【０００５】
一方、台車やラジコンヘリコプターは、それ自体を移動させることができるので、物体
を搬送する径路や目的地を自由に選択することができる。
【０００６】
例えば、車輪などを有する台車は、地面や床面に沿ってしか移動できないものの、地面
や床面に沿った移動であれば物体を搬送する径路や目的地を自由に選択することができる
。しかも、人がハンドル等を持って、直接台車の動きを操作できるので、台車を簡単に操
作することができる。
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【０００７】
一方、ラジコンヘリコプターは、３次元的に移動できるので、所望の場所に所望の径路
で物体を搬送することができる。しかも、ラジコンヘリコプターは空中で静止（ホバリン
グ）することも可能であるので、物体を移動させるだけでなく、物体を空中に保持してお
くことも可能である。
【０００８】
しかし、ラジコンヘリコプターによって物体を移動させる場合には、操縦装置を使用し
てラジコンヘリコプターを遠隔操作しなければならない。かかる操縦装置によってラジコ
ンヘリコプターを正確に操縦するには、操縦装置の操作に習熟する必要がある。したがっ
て、ラジコンヘリコプターを使用した物体の搬送は、地上で台車を使用するように、誰も
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が簡便に実施することは難しい。
【０００９】
近年、ラジコンヘリコプターの開発も進んでおり、自動操縦によりホバリング状態で所
定の位置に静止させておくための技術は進歩している。
また、人が操縦する移動状態から自動操縦によるホバリング状態への遷移を安定化する
技術も開発されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２−１０６７２１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかるに、地上で台車を使用するようにラジコンヘリコプターを使用した物体の搬送を
誰もが簡便に実施することができるようになるには、ラジコンヘリコプターの移動時の操
作をより簡便に行うことができるようにすることが必要である。
特許文献１の技術でも、ホバリング状態から移動状態への移行や移動状態では、人が操
縦することを前提としており、依然としてラジコンヘリコプターを誰もが簡便に操作する
ことは難しい。
【００１２】
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本発明は上記事情に鑑み、操作技術を習得することなく簡単に飛行体を操作することを
可能とする飛行体の制御方法および、かかる制御方法を採用した飛行体によって物体を３
次元的に移動させることができる搬送装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
（飛行体の制御方法）
第１発明の飛行体の制御方法は、揚力を発生する回転翼を備えた複数の揚力源を有する
飛行体の制御方法であって、前記複数の揚力源の作動を制御してホバリング状態を維持す
る静止制御機能と、前記飛行体への直接入力を検出し、該入力に応じた前記飛行体の位置
移動を実現するように前記複数の揚力源の作動を制御する移動制御機能と、を外部からの
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入力に応じて切り替えることを特徴とする。
第２発明の飛行体の制御方法は、第１発明において、前記飛行体への直接入力が、ホバ
リング状態の該飛行体の姿勢を変化させる力であることを特徴とする。
第３発明の飛行体の制御方法は、第１または第２発明において、前記静止制御機能は、
ＰＩＤ制御等によりホバリング状態を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御し、
前記移動制御機能は、ＰＤ制御により該飛行体の姿勢を維持するように前記複数の揚力源
の作動を制御することを特徴とする。
第４発明の飛行体の制御方法は、第２発明において、前記移動制御機能は、入力検出部
によって検出された入力の大きさおよび／または方向に応じて、前記複数の揚力源の作動
を制御することを特徴とする。
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（搬送装置）
第５発明の搬送装置は、搬送する物体を保持する保持部と、揚力を発生する回転翼を備
えた複数の揚力源と、を有する飛行体であって、前記複数の揚力源の作動を制御する制御
手段を有しており、該制御手段は、前記複数の揚力源の作動を制御してホバリング状態を
維持する静止制御機能と、外部からの入力に応じた前記飛行体の位置移動を実現するよう
に、前記複数の揚力源の作動を制御する移動制御機能と、外部からの入力に応じて、前記
静止制御から前記移動制御に制御を切り替える切り替え機能と、を有していることを特徴
とする。
第６発明の搬送装置は、第５発明において、前記制御手段は、前記飛行体への直接入力
に応じて、前記切り替え機能および前記移動制御機能を作動させるものであることを特徴
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とする。
第７発明の搬送装置は、第６発明において、前記飛行体への直接入力が、ホバリング状
態の該飛行体の姿勢を変化させる力であることを特徴とする。
第８発明の搬送装置は、第６または第７発明において、前記静止制御方法は、ＰＩＤ制
御等によりホバリング状態を維持するように前記複数の揚力源の作動を制御し、前記移動
制御機能は、ＰＤ制御により該飛行体の姿勢を維持するように前記複数の揚力源の作動を
制御するものであることを特徴とする。
第９発明の搬送装置は、第６発明において、前記飛行体への接触による入力を検出する
入力検出部を備えており、前記移動制御機能は、前記入力検出部が検出した入力の大きさ
および／または方向に応じて、前記複数の揚力源の作動を制御するものであることを特徴
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とする。
第１０発明の搬送装置は、第５乃至第９発明のいずれかにおいて、前記制御手段は、前
記飛行体の位置を把握するＧＰＳ機能を有しており、前記静止制御機能によってホバリン
グ状態を維持する場合には、前記ＧＰＳ機能からの信号を利用して前記複数の揚力源の作
動を制御し、前記移動制御機能によって前記飛行体の移動させる場合には、前記ＧＰＳ機
能からの信号を利用せずに、前記複数の揚力源の作動を制御することを特徴とする。
第１０発明の搬送装置は、第５乃至第１１発明のいずれかにおいて、前記飛行体が、前
記揚力源がロータであるマルチロータヘリであり、前記飛行体が、前記複数のロータを収
容するロータ収容部を有するカバーフレームと、該カバーフレームを支持するフレームボ
ディと、を備えており、該フレームボディは、一端がカバーフレームの外縁部に連結され
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、他端が互いに連結された複数のビームを有していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
（飛行体の制御方法）
第１発明によれば、ホバリング状態にある飛行体に接触する等の方法で直接入力を行え
ば、その直接入力に基づいて移動制御機能によって揚力源の作動が制御され、飛行体が入
力に応じてその位置が変化するように移動する。つまり、人が飛行体に接触するだけで飛
行体が移動してその位置が変化するように操作することができるので、簡単に飛行体を操
作することができる。
第２発明によれば、飛行体の姿勢を変えるだけで飛行体を移動することができるので、
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飛行体を簡単かつ容易に操作することができる。
第３発明によれば、移動制御では飛行体の姿勢の維持をＰＤ制御により実施しているの
で、ホバリング状態の飛行体の姿勢が変化するように力を加えれば、飛行体はホバリング
状態から変化した姿勢で安定状態となる。その状態から入力を除去すれば、飛行体は、重
力の影響により、変更された姿勢からホバリング状態の姿勢に戻るように姿勢が変化する
。すると、姿勢が変化した状態とホバリング状態とにおける揚力の差に応じて、飛行体が
移動する。したがって、飛行体の姿勢を変えるだけで飛行体を移動することができるので
、飛行体を簡単かつ容易に操作することができる。
第４発明によれば、入力する力の大きさおよび／または方向を変えれば、飛行体の移動
距離および移動方向を操作することができる。
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（搬送装置）
第５発明によれば、ホバリング状態の飛行体に外力を入力すれば、制御手段の切り替え
機能によって静止制御機能による制御から移動制御機能による制御に切り替わる。そして
、入力に基づいて移動制御機能によって揚力源の作動を制御することによって飛行体を入
力に応じてその位置が変化するように移動させることができる。したがって、保持部に搬
送する物体を保持させておけば、物体を飛行体によって搬送することができる。
第６発明によれば、ホバリング状態にある飛行体に接触する等の方法で直接入力を行え
ば、その直接入力に基づいて移動制御機能が揚力源の作動を制御するので、飛行体を入力
に応じて移動させることができる。つまり、人が飛行体に接触するだけで飛行体が移動し
てその位置が変化するように操作することができるので、簡単に飛行体を操作することが
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できる。
第７発明によれば、飛行体の姿勢を変えるだけで飛行体を移動することができるので、
飛行体を簡単かつ容易に操作することができる。
第８発明によれば、移動制御では飛行体の姿勢の維持をＰＤ制御により実施しているの
で、ホバリング状態の飛行体の姿勢が変化するように力を加えれば、飛行体はホバリング
状態から変化した姿勢で安定状態となる。その状態から入力を除去すれば、飛行体は、重
力の影響により、変更された姿勢からホバリング状態の姿勢に戻るように姿勢が変化する
。すると、姿勢が変化した状態とホバリング状態とにおける揚力の差に応じて、飛行体が
移動する。したがって、飛行体の姿勢を変えるだけで飛行体を移動することができるので
、飛行体を簡単かつ容易に操作することができる。
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第９発明によれば、入力する力の大きさおよび／または方向を変えれば、飛行体の移動
距離および移動方向を操作することができる。
第１０発明によれば、静止制御機能がＧＰＳ機能をからの信号を利用して揚力源の作動
を制御してホバリング状態を維持するので、飛行体をより安定した状態でホバリングさせ
ておくことができる。一方、移動制御機能による制御が行われている状態では、ＧＰＳ機
能からの信号を揚力源の作動の制御に利用しないので、飛行体をスムースに移動させるこ
とができる。
第１１発明によれば、複数のロータはカバーフレームのロータ収容部に収容されている
ので、ロータが周囲の物体と接触して損傷したりすることを防ぐことができる。また、カ
バーフレームがビームによって支持されているので、カバーフレームに衝撃等が加わって
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も、その衝撃をカバーフレームとビームによって吸収できる。したがって、カバーフレー
ムの損傷を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態の飛行体の制御方法による搬送装置１の作動制御のフローを示した図
である。
【図２】本実施形態の搬送装置１の概略説明図であって、（Ａ）が平面図であり、（Ｂ）
が側面図である。
【図３】本実施形態の搬送装置１を移動させる操作およびその操作による移動状態を説明
した図である。
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【図４】他の実施形態の搬送装置１０の概略説明図であって、（Ａ）が平面図であり、（
Ｂ）が側面図である。
【図５】他の実施形態の搬送装置１０の概略説明図であって、（Ａ）が平面図であり、（
Ｂ）が側面図である。
【図６】図５のII−II線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
本発明の飛行体の制御方法は、マルチロータヘリやティルトローター機などのように揚
力を発生させる揚力源を複数有し、かつ、複数の揚力源を調整することによって空中で静
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止することができる飛行体を制御する方法であって、飛行体を操作するために特別な訓練
などをしなくても飛行体を操作することができるようにしたことに特徴を有している。
【００１７】
本発明の飛行体の制御方法は、上述したような飛行体であれば採用することができるが
、とくに、空中に浮遊した状態で物体を搬送する搬送装置の制御方法に採用すれば、搬送
装置を簡便に操作することができ、簡単に物体を搬送することができる。
以下では、本発明の飛行体の制御方法について、物体を搬送する搬送装置に使用した場
合を説明する。
【００１８】
（搬送装置）
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まず、本発明の飛行体の制御方法について説明する前に、搬送装置１について説明する
。
図２に示すように、本実施形態の搬送装置１は、４つの揚力源２と、フレームボディ５
と、カバーフレーム６と、制御手段１０と、を備えている。
【００１９】
まず、フレームボディ５は、フレームボディ５の中央に位置する本体部５ｂを備えてい
る。この本体部５ｂは、内部に制御手段１０や電源ユニット等を収容している。
なお、本体部５ｂの下端には、搬送装置１を地面などにおくための脚部５ｃが設けられ
ている。
【００２０】

50

(7)

JP 6161043 B2 2017.7.19

このフレームボディ５には、４本のビーム５ａの基端が連結されている。この４本のビ
ーム５ａは、平面視で、本体部５ｂを中心として、放射状となるように配設されている。
つまり、４本のビーム５ａは、本体部５ｂから外方に向かって伸びるように配設されてい
る。
【００２１】
また、４本のビーム５ａは、その先端部が上方に向かって曲がった状態となるように形
成されており、４本のビーム５ａの先端によってカバーフレーム６が支持されている。具
体的には、４本のビーム５ａは、その先端部がカバーフレーム６の上面に対して傾斜する
ように設けられている。
【００２２】
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カバーフレーム６は、平面視でほぼ正方形に形成されており、各頂点部分に４本のビー
ム５ａの先端が連結されている。このカバーフレーム６は、その中心がフレームボディ５
の中心軸ＣＬ上に位置するように配設されている。なお、上記のようにフレームボディ５
の中心軸ＣＬとカバーフレーム６の中心軸が一致するように設ければ、フレームボディ５
の中心軸ＣＬが搬送装置１の中心軸ＣＬと一致することとなる。
【００２３】
このカバーフレーム６には、その上下面を貫通する４つのロータ収容部６ｈが設けられ
ている。４つのロータ収容部６ｈは、フレームボディ５の中心軸ＣＬを中心として、等角
度間隔で回転対称となるように設けられている。具体的には、フレームボディ５の中心軸
ＣＬを中心として４５度間隔となるように、４つのロータ収容部６ｈが形成されている。
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【００２４】
なお、カバーフレーム６の上面において、４つのロータ収容部６ｈに囲まれた部分が本
実施形態の搬送装置１によって搬送する物体を載せるための載置部ＣＡとなる。この載置
部ＣＡは、特許請求の範囲における保持部に相当する。
【００２５】
また、カバーフレーム６の上面よりも上方にこの上面から離間したテーブル等を設けて
、このテーブル等を載置部ＣＡとしてもよい。かかるテーブル等を設けた場合には、載置
部ＣＡの大きさを自由に設定できるという利点が得られる。
【００２６】
さらに、載置部ＣＡとして、カバーフレーム６と別体のテーブル等を設けた場合、この
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テーブル等を常時水平に維持する機構をカバーフレーム６やフレームボディ５に設けても
よい。かかるテーブル等を常時水平に維持する機構（水平維持機構）は、公知の機構を採
用することができる。例えば、ジンバル機構を水平維持機構として採用することができる
。かかる水平維持機構を採用する場合には、板状のテーブルなどを水平維持機構によって
支持しておき、搬送装置１を水平に配置した状態において、板状のテーブル等の上面がカ
バーフレーム６の上面と平行またはほぼ面一となるように配置する。すると、後述するよ
うに搬送装置１が水平に対して傾いた状態となっても、テーブル等を水平に維持できるの
で、搬送中において、搬送する物体を安定した状態で保持しておくことができる。もちろ
ん、テーブル等がカバーフレーム６の上面に位置するように水平維持機構によってテーブ
ル等を支持させるようにしてもよい。
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【００２７】
また、このロータ収容部６ｈの上部開口には、網状の保護部材５ｎが設けられている。
この保護部材５ｎは、カバーフレーム６の上面からロータ収容部６ｈ内に物体が入ること
を防止するために設けられているものである。
【００２８】
図２に示すように、４つのロータ収容部６ｈ内には、４つの揚力源２の回転翼２ａがそ
れぞれ収容されている。各揚力源２の回転翼２ａには、回転翼２ａを回転させるモータな
どの駆動源２ｂの主軸が連結されている。そして、各駆動源２ｂは、４つのビーム５ａに
それぞれ固定されている。
【００２９】
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具体的には、４つの揚力源２は、駆動源２ｂの主軸が、フレームボディ５の中心軸ＣＬ
と平行となり、かつ、その主軸がフレームボディ５の中心軸ＣＬを中心として４５度間隔
で回転対称となるように設けられている。なお、４つの揚力源２は、各揚力源２の駆動源
２ｂの主軸が、各回転翼２ａが収容されているロータ収容部６ｈの中心を通るように配置
される。
【００３０】
そして、本体部５ｂ内に収容されている制御手段１０および電源ユニット等は、４つの
揚力源２の駆動源２ｂに電気的に接続されている。そして、４つの揚力源２は、制御手段
１０からの指令に基づいて、電源ユニットから供給される電力によって駆動するようにな
っている。
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【００３１】
この制御手段１０は、通常は搬送装置１を空中で静止した状態（つまり、ホバリング状
態）としておき、ホバリング状態で外部からの入力があると、その入力に応じて搬送装置
１を移動させて、再びホバリング状態となるように、４つの揚力源２の作動を制御するが
、詳細は後述する。
なお、搬送装置１を起動させるには、スイッチまたはリモコンなどによって制御手段１
０に起動信号を伝えることで、記憶部１３に予め記憶させていた起動シーケンスに従い、
搬送装置１が所定の高さで初期ホバリング状態となるように調整されている。
【００３２】
以上のごとき構成であるので、地上に置かれている本実施形態の搬送装置１の載置部Ｃ
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Ａ上に搬送したい物体を載せて搬送装置１を起動させれば、４つの揚力源２が作動し、搬
送装置１が所定の高さでホバリング状態となる。この状態で、搬送装置１の外部から搬送
装置１に入力すると、その入力に応じて搬送装置１が移動し、入力に応じた距離だけ移動
すると、再びホバリング状態となる。そして、搬送装置１を着陸させるには、スイッチま
たはリモコンなどによって制御手段１０に停止信号を伝えることで、記憶部１３に予め記
憶させていた着陸シーケンスに従い、搬送装置１を地上に着陸させることができる。つま
り、最初に搬送装置１が置かれた位置から着陸地点まで、物体を搬送することができる。
しかも、搬送装置１の上面に物体を載せて搬送できるので、一般的なラジコンヘリなどの
ように、搬送する物体を吊り下げる作業などが不要であり、物体の搬送が容易になる。
【００３３】
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また、ホバリング状態となっている搬送装置１の載置部ＣＡ上に搬送したい物体を載せ
ることも可能である。すると、地上から離れた位置に置かれている物体を搬送する場合、
物体の高さと搬送装置１の載置部ＣＡの高さを合わせれば、物体を簡単に載置部ＣＡ上に
載せることができる。しかも、物体を移動させたい場所（目的地）が地上から離れている
場合でも、搬送装置１の載置部ＣＡの高さを目的地の高さに合わせれば、簡単に載置部Ｃ
Ａ上の物体を目的地に移すことができる。
すると、地上から離れた位置にある物体を移動したり地上から離れた位置に物体を移動
したりする際において、搬送装置１の載置部ＣＡに物体を載せたり下ろしたりするために
、物体の上げ下ろしをする必要がないので、物体を非常に楽に移動させることができる。
【００３４】
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なお、作業中に搬送装置１の電力がなくなった場合、搬送装置１が墜落してしまい危険
である。したがって、電源の蓄電量が一定量以下になった場合には、記憶部１３に予め記
憶させていた充電要求シーケンスに従い、搬送装置１を地上に着陸させるようにしてもよ
い。
【００３５】
また、充電要求シーケンスでは、充電要求シーケンスの実行を開始したタイミングの位
置から垂直に降下させるようにしてもよい。しかし、川の上空などに位置しているときに
充電要求シーケンスが実行されると、搬送装置１が川等に水没してしまう可能性があり、
搬送装置１が損傷したり搬送装置１を回収できなかったりする可能性がある。したがって
、充電要求シーケンスが実行された場合に搬送装置１が着陸すべき位置を記憶部１３に記
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憶させておいてもよい。
【００３６】
さらに、搬送装置１に加える力が大きすぎるなどの要因により、作業者が触れる等の操
作ができない位置まで搬送装置１が移動してしまった場合、電力がなくなるまで搬送装置
１を回収できなくなる可能性がある。例えば、川の上に停止したり高所作業において階の
間の半端な高さに停止したりした場合には、作業者が搬送装置１を操作ができなくなる。
そして、記憶部１３に充電要求シーケンスが記憶されていない場合には、電力がなくなる
と、搬送装置１が墜落してしまう。したがって、記憶部１３に、一定時間以上入力が無い
ときには、記憶部１３に予め記憶させていた無入力シーケンスを実行して、一つ前に停止
（ホバリング）していた座標に戻るようにしてもよい。もちろん、無入力シーケンスの際
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に戻る位置を記憶部１３に任意に記憶させることができるようにしてもよいし、リモコン
等により操作することができるようにしてもよい。
【００３７】
（揚力源２について）
揚力源２を設ける数はとくに限定されず、３つでもよいし、５つ以上設けてもよい。
また、上記例では、揚力源２として、回転翼２ａを回転させて揚力を発生させるものを
採用した例を説明したが、揚力源２は揚力を発生させるものであればよい。例えば、図４
に示すように、回転翼２ａに代えてダクトファンを採用することができる。また、回転翼
２ａを２つ備えた二重反転プロペラを採用することもできる(図５および図６参照)。二重
反転プロペラを採用した場合には、プロペラの回転面の面積を変えることなく、推力を増
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加させることができる。すると、搬送装置１の機体サイズを大きくしたり、載置部ＣＡの
面積を小さくしたりすることなく、重い荷重を運搬できるようになるという利点を得るこ
とができる。
【００３８】
（カバーフレーム６について）
カバーフレーム６は、搬送装置１を軽量化しつつ、物体を載せたときにその重さを支え
ることができるのであれば、その構造や形状、素材はとくに限定されない。上記例では、
カバーフレームが平面視で略正方形の場合を説明したが、例えば、揚力源２を６つ設ける
場合であれば正六角形としてもよいし、揚力源２を８つ設ける場合であれば正八角形とし
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てもよいし、もちろん円形としてもよい。
【００３９】
また、上記例では、カバーフレーム６を設けて、カバーフレーム６のロータ収容部６ｈ
内に回転翼２ａを収容しているが、カバーフレーム６は必ずしも設けなくてもよい。しか
し、上記のごとき構成とすれば、他の物体などに接触して回転翼２ａが破損したり、回転
翼２ａによって他の物体を破損させたりする恐れがないので、好ましい。
【００４０】
一方、揚力源２としてダクトファン等のように、回転翼の周囲にケーシングを有するよ
うなものを使用した場合には、ケーシングに上述したようなカバーフレームの機能をさせ
ることができるので、カバーフレームは設けなくてもよい（図４参照）。
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【００４１】
なお、カバーフレーム６を設けない場合には、本体部５ｂの上面を載置部ＣＡとして使
用することができるし、本体部５ｂ上に支柱を立設するなどしてその上端にテーブルを設
ければ、そのテーブルの上面を載置部ＣＡとして使用することができる。
【００４２】
（フレームボディ５について）
フレームボディ５も、搬送装置１を軽量化しつつ、物体を載せたときにその重さを支え
ることができるのであれば、その構造や形状、素材はとくに限定されない。
例えば、図４の搬送装置１０のように、板材を組み合わせてフレームボディ１５を形成
してもよい。具体的には、フレームボディ１５を、板材を井桁状に組みわせて支持フレー
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ム１５ａを形成し、この支持フレーム１５ａの中央に本体部１５ｂを配置する。そして、
支持フレーム１５ａの先端にそれぞれ揚力源１２を設けるようにしてもよい。なお、図４
において符号１５ｄは、搬送装置１を地面などにおくための脚部である。
【００４３】
また、図４の搬送装置１０では、ダクトファンを揚力源１２としており、カバーフレー
ムを設けていないので、本体部１５ｂの上面を載置部ＣＡとすればよい。もちろん、支持
フレーム１５ａに支柱を立設するなどしてその上端にテーブルを設ければ、そのテーブル
の上面を載置部ＣＡとして使用することができる。
【００４４】
（制御方法の説明）

10

つぎに、本実施形態の搬送装置１について、上述したような操作を可能とする制御方法
について説明する。
【００４５】
制御手段１０は、ホバリング状態を維持するように４つの揚力源２の作動を制御する静
止制御機能と、搬送装置１が移動する際に４つの揚力源２の作動を制御する移動制御機能
と、両機能を切り替える切り替え機能と、を有している。
【００４６】
（センサの説明）
ここで、制御手段１０は、ホバリング状態を維持する上で、複数のセンサ１０ａを有し
ており、この複数のセンサ１０ａからの信号に基づいて搬送装置１の姿勢や動作を算出す
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る制御部１１を備えている。
【００４７】
制御手段１０が備えるセンサ１０ａとして、例えば、加速度センサ、ジャイロセンサ、
超音波センサ、オプティカルフローセンサ、ＧＰＳ、地磁気センサ等を挙げることができ
る。かかるセンサは、市販のセンサ等、公知のものを採用することができ、各センサを設
けることによって、以下の状況を把握することができる。
なお、以下の説明は、あくまでも各センサが検出する状態および各センサが検出した状
態に基づいて把握できる状態の例示であり、以下のものに限定されない。
【００４８】
加速度センサは、搬送装置１の加速度を検出することができるので、この加速度に基づ
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いて、制御部１１が搬送装置１の移動速度や搬送装置１に加わる外力を算出することがで
きる。
【００４９】
ジャイロセンサを設けた場合、搬送装置１の移動による角速度を検出することができる
ので、この角速度に基づいて、制御部１１が搬送装置１の傾き（つまり水平に対する傾き
）を検出することができる。
【００５０】
超音波センサは、搬送装置１と地面等との距離を測定することができるので、制御部１
１が搬送装置１の高さや搬送装置１が浮遊している状態か否かを検出することができる。
なお、超音波センサに代えて、レーザー距離計を設けても、搬送装置１と地面等との距
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離を測定することができる
【００５１】
地磁気センサは、搬送装置１の向きを検出することができるので、地磁気センサからの
信号に基づいて搬送装置１がどのような向きを向いているかを検出することができる。
【００５２】
オプティカルフローセンサは、搬送装置１と周辺の状況を検出することができるので、
オプティカルフローセンサからの情報に基づいて、制御部１１は基準となる位置に対する
搬送装置１の位置のズレなどを検出することができる。
【００５３】
ＧＰＳは、搬送装置１の位置を検出することができるので、ＧＰＳからの情報に基づい
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て、制御部１１は搬送装置１の位置を把握することができる。
【００５４】
なお、搬送装置１を室外で使用する場合（つまり、ＧＰＳ衛星からの信号を安定して受
信できる場所で使用する場合）には、搬送装置１の位置検出にはＧＰＳが好ましいが、室
内等で使用する場合（つまり、ＧＰＳ衛星から得られる信号が不安定な場所で使用する場
合）には、搬送装置１の位置検出にはオプティカルフローセンサが好ましい。
【００５５】
（静止制御機能）
静止制御機能について説明する。
上述したように、静止制御機能は、ホバリング状態を維持するように４つの揚力源２の
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作動を制御する機能である。
具体的には、静止制御機能は、搬送装置１に外力が入力されていない状態において、搬
送装置１を所定の高さおよび所定の位置においてホバリング状態とする機能であり、通常
ホバリング維持機能と、初期ホバリング状態維持機能と、を備えている。
【００５６】
（初期ホバリング状態維持機能）
初期ホバリング状態維持機能とは、本実施形態の搬送装置１が作動されたときに、搬送
装置１を所定の高さおよび所定の位置においてホバリング状態（以下、初期ホバリング状
態という）となるように、４つの揚力源２の作動を制御する機能である。例えば、地面等
に搬送装置１を置いて搬送装置１を起動させると、地面等から垂直に所定の高さ（例えば

20

１ｍ程度の高さ）でホバリング状態となるようにする機能を意味している。
【００５７】
なお、初期ホバリング状態において、搬送装置１がホバリング状態となる高さおよび位
置はとくに限定されない。搬送装置１を起動させたときにおける搬送装置１の位置や高さ
を基準として決定するようにしてもよい。例えば、搬送装置１を置いた地面等の鉛直情報
かつその地面等から所定の距離でホバリング状態となるようにすることができる。また、
制御手段１０に記憶部１３を設けておき、この記憶部１３に初期ホバリング状態の情報（
初期ホバリング状態情報）を記憶させておくようにしてもよい。とくに、記憶部１３を設
けた場合には、初期ホバリング状態情報を適宜変更できるようにしておけば、搬送装置１
を使用する条件に応じて適切な初期ホバリング状態とすることができる。

30

【００５８】
（通常ホバリング維持機能）
通常ホバリング維持機能は、後述する移動制御機能による制御によって搬送装置１が所
定の位置まで移動した後に、搬送装置１をホバリング状態とする機能である。
この通常ホバリング維持機能は、搬送装置１に対して外力が加わらない場合に搬送装置
１がその高さおよび位置でホバリング状態を維持するという点では、初期ホバリング状態
と同様の機能を有している。しかし、通常ホバリング維持機能では、所定の位置まで搬送
装置１が移動した後、その所定の位置でホバリング状態を維持する点で、初期ホバリング
状態と異なる機能を有している。
【００５９】
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具体的には、通常ホバリング維持機能では、所定の位置まで移動してその移動が停止し
た搬送装置１の位置および高さを一時ホバリング状態情報として記憶部１３に記憶させて
、この一時ホバリング状態情報に基づいて搬送装置１のホバリング状態を維持する。一時
ホバリング状態情報は、搬送装置１が移動を開始するとキャンセルされるようにしてもよ
いし、所定の位置まで移動してその移動が停止したときに書き換えられるようにしてもよ
い。
【００６０】
また、一時ホバリング状態情報を全て時間順に記憶しておくようにしてもよい。この場
合、搬送装置１がどのように移動されたかを後で把握することができる。また、記憶部１
３に記憶されている一時ホバリング状態情報を記憶部１３から呼び出して通常ホバリング
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維持機能を作動させれば、搬送装置１を移動先から元の位置に戻すことも可能となる。
【００６１】
なお、ホバリング状態において載置部ＣＡに搬送する物体を載せてその物体の重量が加
わると、４つの揚力源２が発生する揚力を変更しなければ、搬送装置１はその高さが低く
なる。したがって、初期ホバリング状態維持機能および静止制御機能は、物体を載せると
、所定の高さを維持するように４つの揚力源２が発生する揚力が変更される。つまり、初
期ホバリング状態維持機能および静止制御機能は、搬送装置１を所定の高さに維持する高
度制御を行っているのである。
【００６２】
また、物体を載せない状態では、４つの揚力源２が発生する揚力がほぼ同じとなるよう

10

に制御される。しかし、載置部ＣＡに物体を載せたときに、物体の重心の位置によっては
、ホバリング状態を維持するために、４つの揚力源２が発生する揚力が異なる状態となる
ように調整されるのは、いうまでもない。
【００６３】
さらに、載置部ＣＡに圧力センサを取り付けてもよい。この場合、圧力センサによって
搬送する物体の重さを計測することができるので、その重さの情報を高度制御や姿勢制御
のパラメータの調整に使用することが可能となる。すると、搬送する物体を載せたことに
よる重量増加に起因する揚力不足を迅速に解消することができるので、搬送する物体を積
み下ろしする際に、搬送装置１の上下動や姿勢変化などの抑えることができる。
20
【００６４】
（制御方法について）
上述した初期ホバリング状態維持機能および静止制御機能において、ホバリング状態を
維持する制御方法はとくに限定されず、公知の制御方法を採用することができる。例えば
、ＰＩＤ制御や状態フィードバック、Ｈ∞制御、古典制御、現代制御、最適制御、適応制
御、ファジィ制御等を採用することができる。しかし、上記センサ１０ａからの信号に基
づいてＰＩＤ制御によってホバリング状態を維持するようにすれば、制御が容易となるし
、ホバリング時の安定性が向上するという利点が得られる。
【００６５】
なお、ＰＩＤ制御や状態フィードバック、Ｈ∞制御、古典制御、現代制御、最適制御、
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適応制御、ファジィ制御等の公知の制御によってホバリング状態の維持する場合、上記セ
ンサのうち、少なくとも、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、超音波センサ
（またはレーザー距離計）を使用することができ、さらに、オプティカルフローセンサや
ＧＰＳを有していると好ましい。
【００６６】
（移動制御機能）
移動制御機能について説明する。
移動制御機能は、静止制御機能によってホバリング状態となっている搬送装置１に対し
て、外力が入力された場合において、その入力された外力に応じて搬送装置１を移動させ
る機能である。

40

【００６７】
この移動制御機能を実現するために、制御手段１０は、搬送装置１に入力される外力を
検出する入力部１２を備えている。この入力部１２は、人等が接触したことおよびその力
の大きさを検出する機能を有するセンサや、搬送装置１の姿勢や位置変化に基づいて外力
の入力を検出するセンサ、タッチパネル等を備えている。
【００６８】
なお、人等が搬送装置１に接触すること全般が特許請求の範囲にいう直接入力に相当す
る。例えば、人等が搬送装置１に接触して力を加えたりロープなどを搬送装置１に取り付
けて牽引したりして搬送装置１に力を加えることが、本発明における外力の入力に相当す
る。また、人等が搬送装置１に軽く触れることや、入力部１２をタッチパネルとして人等
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がこのタッチパネルに触れることは、外力の入力ではないが、本発明における直接入力に
は含まれる。
【００６９】
（接触センサによる入力検出）
人等が接触したことおよびその力の大きさを検出する機能を有するセンサとして、例え
ば、公知の圧力センサ等を使用することができる。
【００７０】
この入力部１２のセンサ１２ａは、搬送装置１がホバリング状態となっていても接触で
きるように設けられている。例えば、入力部１２は、カバーフレーム６の表面に設けられ
ている。

10

【００７１】
しかも、入力部１２は、力が加えられている方向が把握できるように設けられている。
例えば、図２に示すようなカバーフレーム６であれば、入力部１２のセンサ１２ａは、カ
バーフレーム６の４つの側面、カバーフレーム６の上面および下面に設けることが好まし
い。すると、どのセンサ１２ａに触れたか否かによって、制御手段１０は力が加えられて
いる方向を把握することができる。
なお、図２では、センサ１２ａがカバーフレーム６の４つの側面や上面、下面の一部に
設けられている例が示されているが、カバーフレーム６の４つの側面や上面、下面の全面
にセンサを設けてもよい。この場合には、搬送装置１を操作するために、人がカバーフレ
ーム６に触れる位置が限定されないので、搬送装置１を操作しやすくなる。また、触れる
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位置によって、搬送装置１の微妙な移動を制御できるようにすることが可能となる。
【００７２】
（姿勢変化による入力検出）
また、ホバリング状態の搬送装置１の姿勢変化によって、搬送装置１に外力が入力され
たことを把握するようにしてもよい。この場合には、上述したジャイロセンサ等のホバリ
ング状態を維持するために必要なセンサ１０ａを、入力部１２のセンサとして使用するこ
とができる。
【００７３】
例えば、図２の搬送装置１は、ホバリング状態では、姿勢が水平になるように（言い換
えればフレームボディ５の中心軸ＣＬが鉛直となるように）維持される。この状態から、
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一定以上傾いた場合には、ジャイロセンサ等の信号に基づいて、外力が入力されたと判断
するようにしてもよい。
また、所定の位置から一定以上水平方向や垂直方向に移動された場合には、超音波セン
サ（またはレーザー距離計）やオプティカルフローセンサ等の信号に基づいて、外力が入
力されたと判断するようにしてもよい。
【００７４】
（制御方法について）
上述した移動制御機能において、搬送装置１の移動を制御する制御方法はとくに限定さ
れず、公知の制御方法を採用することができる。例えば、ＰＤ制御や状態フィードバック
、Ｈ∞制御、古典制御、現代制御、最適制御、適応制御、ファジィ制御等の公知の制御方
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法を採用することができる。しかし、上記センサからの信号に基づいてＰＤ制御を行うこ
とによって移動を制御するようにすれば、制御が容易となる。とくに、搬送装置１が傾く
ように外力を入力した場合には、外力と姿勢制御の操作力とが拮抗する傾斜角に搬送装置
１の姿勢が保たれることで、搬送装置１に発生する移動力が自動的に定まるという利点が
得られる。
なお、オプティカルフローセンサやＧＰＳを有している場合には、移動制御機能では、
かかるセンサからの情報による位置制御を停止するようにすれば、搬送装置１の移動がス
ムースになる。
【００７５】
（安全機能について）
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ここで、姿勢変化による入力検出を採用した場合、ホバリング状態において、強い風な
どが吹いた場合や、人などが偶然に搬送装置１に触れた場合でも、制御手段１０は、搬送
装置１の姿勢を変更したり移動させたりする力が入力されたと誤認する可能性がある。か
かる問題を防ぐ上では、搬送装置１を移動させる際に、操作者が操作する始動センサを設
けておくことが好ましい。例えば、搬送装置１を移動させる前に操作者が触る接触センサ
や、タクタルトスイッチなどを始動センサとして採用することができる。
【００７６】
もちろん、上述したように、作業者が接触する力と方向を検出して搬送装置１を作動さ
せる場合には、上述した入力検出部を始動センサとして機能させることができる。例えば
、入力が一定以下であり、かつ、接触時間が一定以上の場合に、入力検出部が始動開始信
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号を発信するようにしておけば、入力検出部を始動センサとして機能させることができる
。
【００７７】
なお、姿勢変更入力を判断する方法は、上記の方法に限定されない。例えば、短時間の
間に、２回入力検出部に触れる（つまり、２回タッピングする）した場合に、入力検出部
が始動開始信号を発信するようにしてもよい。
【００７８】
（移動させる操作の説明）
図３に基づいて、搬送装置１を移動させる操作の例を説明する。
【００７９】
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まず、図３（Ａ）に示す場合を説明する。
なお、図３（Ａ）は、静止制御機能においてＰＩＤ制御を採用し、移動制御機能におい
てＰＤ制御を採用した例を示している。
以下の図３（Ａ）に示す例は、搬送装置１をほぼ水平に移動させる場合である。このた
め、図３（Ａ）に示す例の移動制御機能では、超音波センサやレーザー距離計等からの信
号に基づいて、搬送装置１の移動中、搬送装置１の高さがホバリング状態とほぼ同じ高さ
となる制御（高度制御）が実施されている。この高度制御には、例えば、ＰＩＤ制御や状
態フィードバック、Ｈ∞制御、古典制御、現代制御、最適制御、適応制御、ファジィ制御
等の公知の制御方法を採用することができる。
【００８０】
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図３（Ａ）の場合には、ホバリング状態の搬送装置１が傾くように搬送装置１の一端部
を持ち上げた場合を示している。つまり、搬送装置１が傾くように搬送装置１の一端部に
力を加えた場合を示している。
【００８１】
この場合、搬送装置１が傾いた傾斜状態となると、制御手段１０のジャイロセンサが傾
きを検出し、このジャイロセンサが検出した傾きが所定の値以上となると、制御部１１に
よる制御が、静止制御機能による制御から移動制御機能による制御に切り替わる。
【００８２】
すると、制御部１１は、傾いた状態で安定状態になるように４つの揚力源２の作動を制
御する。具体的には、図３（Ａ）の状態では、４つの揚力源２が発生する揚力Ｆの鉛直方
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向分力Ｆｎが重力ｇと吊り合った状態となるように、４つの揚力源２が作動する。この状
態では、揚力Ｆの水平方向分力Ｆｈが生じるので、搬送装置１には水平方向に移動する力
が生じることとなる。
【００８３】
その状態で搬送装置１の一端部から手を離すと、搬送装置１は、水平方向に移動しつつ
、重力の影響によってその姿勢が水平状態となるように姿勢を変化させる。そして、搬送
装置１が水平状態となると搬送装置１を水平に移動させる力はなくなる。しかし、搬送装
置１は、傾斜状態から水平状態までの間に発生した水平方向分力Ｆｈによって移動し、空
気抵抗等などの影響で水平方向に移動できなくなる位置まで移動して停止する。
【００８４】
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そして、搬送装置１の移動が停止すると、制御部１１による制御は、移動制御機能から
静止制御機能に切り替わる。
【００８５】
以上のように、ホバリング状態の搬送装置１が傾くように力を加えるだけで、搬送装置
１を水平方向に移動させることができる。しかも、移動距離は、傾斜状態から水平状態に
なるまでの時間、つまり、搬送装置１を傾ける角度を変えれば調整できる。したがって、
搬送装置１の操作が容易であり、誰でも特別な練習をしたり操作に習熟したりしなくても
簡便に操作することができるのである。
【００８６】
また、図３（Ｂ）および図３（Ｃ）には、別な操作方法を示している。
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なお、図３（Ｂ）および図３（Ｃ）は、静止制御機能および移動制御機能ともにＰＩＤ
制御を採用した例を示している。
【００８７】
図３（Ｂ）では、搬送装置１の低面の接触センサに人が触れて操作した場合を示してい
る。
図３（Ｂ）に示すように、人が搬送装置１に上向きの力を加えると、接触センサが検出
した力が所定の値以上となると、制御部１１による制御が、静止制御機能による制御から
移動制御機能による制御に切り替わる。
【００８８】
すると、制御部１１は、接触センサが検出した力に対応して搬送装置１を移動させる距
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離（目標移動距離または目標移動時間）を算出し、この目標移動距離（または目標移動時
間）だけ上方に移動するように４つの揚力源２の作動を制御する。例えば、ホバリング状
態において４つの揚力源２が発生する揚力が同じ状態である場合には、４つの揚力源２は
、各揚力源２が発生する揚力が同じ大きさかつ加えた力に応じただけ大きくなるように制
御される。すると、搬送装置１は目標移動距離だけ（または目標移動時間の期間だけ）上
昇する。図３（Ｂ）であれば、強い力Ａで押された場合には、弱い力Ｂで押された場合よ
りも、搬送装置１は高い位置まで上昇する。
【００８９】
そして、超音波センサ等の情報に基づいて、搬送装置１が所定の高さまで上昇したこと
を制御部１１が検出すると、制御部１１による制御が、移動制御機能から静止制御機能に
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切り替わり、搬送装置１はホバリング状態となる。
【００９０】
図３（Ｃ）では、搬送装置１の側面の接触センサに人が触れて操作した場合を示してい
る。
図３（Ｃ）に示すように、人が搬送装置１に水平に力を加えると、接触センサが検出し
た力が所定の値以上となると、制御部１１による制御が、静止制御機能による制御から移
動制御機能による制御に切り替わる。
【００９１】
すると、制御部１１は、接触センサが検出した力に対応した距離（目標移動距離または
目標移動時間）だけ水平に移動するように４つの揚力源２の作動を制御する。具体的には
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、４つの揚力源２は、搬送装置１が傾斜するように各揚力源２が発生する揚力の関係が制
御される。詳しくは、目標移動距離を移動させるような力が発生させるために必要な傾斜
角まで搬送装置１が傾くように、各揚力源２が発生する揚力の関係が制御される。すると
、搬送装置１は、その傾きに応じた距離だけ、つまり、目標移動距離だけ水平方向に移動
する。例えば、強い力Ａで押した場合には、搬送装置１の傾きが大きくなり、搬送装置１
の水平方向の移動距離（言い換えれば移動時間）が長くなり、弱い力Ｂで押した場合には
、搬送装置１の傾きが小さくなり、搬送装置１の水平方向の移動距離（言い換えれば移動
時間）が短くなる。
【００９２】
そして、ＧＰＳ等の情報に基づいて、搬送装置１が目標移動距離（または目標移動時間
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）だけ移動したことを制御部１１が検出すると、制御部１１による制御が、移動制御機能
から静止制御機能に切り替わり、搬送装置１はホバリング状態となる。
【００９３】
以上のように、ホバリング状態の搬送装置１に力を加えるように触るだけで、搬送装置
１を移動させることができる。しかも、移動距離は、搬送装置１に加える力（例えば搬送
装置１を押す力）を変えれば調整できる。したがって、搬送装置１の操作が容易であり、
誰でも特別な練習をしたり操作に習熟したりしなくても簡便に操作することができるので
ある。
【００９４】
なお、移動距離は、搬送装置１に加える力だけでなく、力を加えた時間や搬送装置１に

10

接触していた時間に応じて制御してもよい。そして、屋外等のように、GPSなどの位置セ
ンサが使用できる場合には、搬送装置１の入力に応じて、制御部１１が目標地点を算出し
て、その目標地点に停止するように、４つの揚力源２を制御するようにしてもよい。
また、屋室内のように、GPSなどの位置センサが使用できない場合やGPSなどの位置セン
サを搬送装置１が有しない場合には、搬送装置１の入力に応じて、あらかじめ設定された
条件に基づいて、搬送装置１が移動するようにしてもよい。例えば、搬送装置１の入力と
予め設定された操作量に基づいて、制御部１１が移動距離や移動方向を演算して、その演
算値に基づいて４つの揚力源２を制御するようにしてもよい。
【００９５】
（移動させる他の操作の説明）

20

また、上記例では、ホバリング状態の搬送装置１に作業者が力を加えるように触ると、
作業者の位置に関係なく、入力に対応した距離（または時間）だけ搬送装置１が移動する
ように制御される場合を説明した。一方、搬送装置１に作業者が力を加えたときに、作業
者と接触した状態を維持したまま搬送装置１が移動するように制御してもよい。
なお、この場合には、静止制御機能および移動制御機能ともにＰＩＤ制御が採用される
。
【００９６】
例えば、ホバリング状態の搬送装置１に作業者が力を加えて押した場合に、その押す速
度とほぼ同じ速度で搬送装置１が移動するように４つの揚力源２を制御するようにする。
言い換えれば、作業者が搬送装置１に接触した状態を維持したまま、搬送装置１が移動す

30

るように４つの揚力源２を制御するようにする。例えば、４つの揚力源２は、搬送装置１
が傾斜に伴う移動力が発生するように各揚力源２が発生する揚力の関係が制御される。す
ると、作業者は、台車を押して地上を移動するときと同じような感覚で搬送装置１を移動
させることができる。かかる搬送装置１の移動を実現するには、移動制御機能において、
搬送装置１に加わる力が一定となるように搬送装置１の移動を制御すればよい。
【００９７】
以下、上記のごとき制御を実現した場合における、搬送装置１の操作およびその際の制
御について説明する。
【００９８】
まず、搬送装置１にある程度以上の力（移動力）が加われば、静止制御機能から移動制

40

御機能に切り替わるようにしておく。言い換えれば、搬送装置１に移動力が加わるまでは
、静止制御機能が維持されるようにしておく。すると、ホバリング状態の搬送装置１を移
動させるために作業者が搬送装置１を押すと、移動力となるまでは搬送装置１はホバリン
グ状態の位置を維持しようとする。
【００９９】
そして、作業者が搬送装置１を押す力が移動力以上となると、静止制御機能から移動制
御機能に切り替わる。移動制御機能では、搬送装置１に加わる力が移動力よりも小さくな
るように搬送装置１の移動が制御される。つまり、移動制御機能では、移動力以上の力が
加わると、その力が移動力よりも小さくなるまで、搬送装置１に力が加えられている方向
に搬送装置１が移動するように、４つの揚力源２の作動が制御される。
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【０１００】
搬送装置１の移動により、または、作業者が搬送装置１を押す力を弱めることにより、
搬送装置に加わる力が移動力よりも小さくなると、移動制御機能から静止制御機能に切り
替わる。すると、搬送装置に加わる力が移動力よりも小さくなった位置でホバリング状態
となるように、４つの揚力源２の作動が制御される。
【０１０１】
そして、搬送装置１の移動が停止することにより、または、作業者が搬送装置１を押す
力を強くすることにより、搬送装置１を押す力が移動力以上になると、静止制御機能から
移動制御機能に切り替わる。すると、搬送装置１に力が加えられている方向に搬送装置１
が移動して搬送装置１を押す力が移動力よりも小さくなるように、４つの揚力源２の作動

10

が制御される。
【０１０２】
上記状態、つまり、静止制御機能から移動制御機能への切り替わりと、移動制御機能か
ら静止制御機能への切り替わりを繰り返すことによって、搬送装置１を、作業者が搬送装
置１に接触した状態を維持したまま移動させることができる。
【０１０３】
なお、上記制御を行った場合、搬送装置１を押す力が移動力近傍で変動する場合に、移
動制御機能と静止制御機能とが頻繁に切り替わる。すると、搬送装置１の移動がぎくしゃ
くする可能性がある。したがって、搬送装置１の移動をスムースにする上では、搬送装置
に加わる力が移動力よりも小さくなった後、移動制御機能から静止制御機能に切り替わる

20

までに若干のタイムラグを設けることが好ましい。
【０１０４】
上述した水平移動と同様に、移動力以上の力で搬送装置１を上方または下方に押す力が
入力された場合には、入力の大きさに比例し、押す力を減らす方向に搬送装置１が移動す
るように４つの揚力源２の作動が制御される。この場合、搬送装置１の高さが変化するの
で、入力が移動力以上となってから移動力よりも小さくなるまで高度制御を停止して、搬
送装置１を上方または下方に移動させる。そして、入力が移動力よりも小さくなると、そ
の時の高さでホバリング状態となるように制御を行う。
【０１０５】
もちろん、移動力以上の力で搬送装置１を斜め上方または斜め下方に押す力が入力され

30

た場合には、搬送装置１は、斜め上方または斜め下方に移動するように４つの揚力源２の
作動が制御される。例えば、搬送装置１を斜め上方または斜め下方に押せば、階段や坂道
に沿って搬送装置１を移動させることができる。
【０１０６】
（搬送装置１の向き変更）
また、接触センサが検出した力が所定の値よりも小さい場合には、搬送装置１の位置は
移動させずに、搬送装置１の向きを変更させるように、制御部１１が４つの揚力源２の作
動を制御するようにしてもよい。つまり、搬送装置１に加わる力が上述した移動力より小
さいがある程度の大きさを有する場合には、制御部１１は、搬送装置１の向きを変更する
入力が行われたと判断するようにしてもよい。

40

なお、姿勢変更入力を判断する方法はとくに限定されない。例えば、短時間の間に、短
時間２回入力検出部に触れる（つまり、２回タッピングする）した場合に、搬送装置１の
向きを変更する入力と判断するようにしてもよい。
【０１０７】
また、上記例では、作業者が搬送装置１を押して移動させる場合を説明したが、搬送装
置１にひも等の牽引用具を連結しておき、この牽引用具を引っ張って搬送装置１に力を加
える場合でも、上記例と同様の制御をすることができる。つまり、牽引用具を引っ張った
分だけ搬送装置１が移動するようにしてもよい。この場合、牽引用具と搬送装置１との間
にロードセルなどのセンサを設けて、搬送装置１に加わる力を測定するようにする。する
と、地上で台車などを引っ張って移動させている場合と同様に、搬送装置１を移動させる
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ことができる。具体的には、牽引用具を引っ張ってセンサに加わる力がある程度以上の力
となると、搬送装置１が移動し、その力以下ではホバリング状態を維持させることができ
る。しかも、牽引用具と搬送装置１との間に、力を検出するセンサに加えて力が加わる方
向を検出するセンサ（例えば三軸ロードセルなど）を設けておけば、搬送装置１を移動さ
せる方向を、牽引用具を引っ張る方向によってコントロールすることも可能となる。
例えば、牽引用具と搬送装置１との間に設けるセンサとして、ロードセルを使用する場
合には、３軸ロードセルを使用すれば、牽引用具を引っ張る方向を３次元で把握すること
ができる。すると、水平方向や垂直方向だけでなく、斜め方向に沿って搬送装置１を移動
させることが可能となる。
【０１０８】

10

（高度制御について）
上述したように、静止制御機能および移動制御機能では、搬送装置１を所定の高さとな
るように高度制御を行う。この場合、上述したように、超音波センサやレーザー距離計を
利用して、地面に対する距離（対地高度）を測定して高度制御を行えば、移動経路の下方
の地面が傾斜していたり階段状になっていたりしても、搬送装置１が、傾斜や階段との距
離を一定に保ちながら移動させることができる。つまり、移動経路の下方の地面が傾斜し
ていたり階段状になっていたりしても、その地面に沿って搬送装置１を移動させることが
できる。また、移動経路に障害物がある場合には、障害物を乗り越えるように搬送装置１
を移動させることができる。
【０１０９】

20

一方、対地高度だけで高度制御を行った場合には、搬送装置１の下方の地面の状況に応
じて搬送装置１の高さが変動してしまい、搬送装置１を安定して移動させることできない
可能性がある。
【０１１０】
また、地面に深い溝などが形成されている場合や、道路上に設けた橋などのように地面
から離れた床面等（以下空中地面という）に沿って搬送装置１を移動させている場合には
、搬送装置１が溝の上方に位置したり空中地面から外れた場所に移動したりすると、急激
に搬送装置１の高度が変化してしまう。つまり、溝の上方に搬送装置１が位置すると、溝
の底を基準に対地高度を測定するので、搬送装置１が溝に落下するように移動してしまう
。また、空中地面の上方から外れた場所に搬送装置１が位置すると、通常の地面を基準に

30

対地高度を測定するので、搬送装置１は、地面から所定の高さになるように落下してしま
う。
同様の現象は、搬送装置１を作動させてホバリング状態としたときにおける地面の状況
等によっても生じる可能性がある。
【０１１１】
そこで、高度制御を、対地高度だけでなく、絶対高度に基づいて実施するようにしても
よい。絶対高度に基づいて高度制御を実施する場合、搬送装置１を使用する場所の絶対高
度を基準として、搬送装置１が移動する高さやホバリングする高さを設定する。すると、
使用する場所の地面に凹凸があったり空中地面上を移動したり場合でも、搬送装置１を水
平に移動させることができるから、搬送装置１を安定して移動させることできる。

40

【０１１２】
ここで、絶対高度に基づいて高度制御を行った場合、傾斜面や階段などを移動させるこ
とができなくなる。つまり、搬送装置１を傾斜や階段などに沿って移動させた場合、徐々
に傾斜面や階段と搬送装置１との距離が短くなり、やがて傾斜面や階段に搬送装置１が衝
突してしまうからである。
【０１１３】
したがって、搬送装置１を移動させたりホバリングさせたりする環境に応じて、高度制
御は、絶対高度と対地高度を切り替えることができるようにしておくことが望ましい。例
えば、搬送装置１に平坦な地面が続くような場所や川や湖などの水面の上などを移動させ
る場合には、絶対高度を高度制御に使用すれば、搬送装置１を安定して移動させることが
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できる。一方、傾斜面や階段、また、乗り越えなければならない障害物がある場合には、
相対高度を高度制御に使用すれば、搬送装置１を確実に移動させることができる。
【０１１４】
かかる切り替えは、使用する環境に応じて、切替スイッチ等によって使用者が切り替え
ることができるようになっていてもよいし、測定された絶対高度と対地高度とを比較して
、自動で切り替えるようになっていてもよい。例えば、絶対高度と対地高度の差が小さい
場合（言い換えれば所定の範囲内の場合）には、対地高度により高度制御を行えば、搬送
装置１を地面に沿って移動させることができる。一方、絶対高度と対地高度の差が大きい
場合（言い換えれば所定の範囲よりも大きい場合）には、絶対高度により高度制御を行え
ば、搬送装置１の急激な高度変化を防止することができる。

10

なお、この場合には、対地高度に使用する場所の地面の絶対高度を加えた値を絶対高度
と比較することが必要である。
【０１１５】
また、搬送装置１は、絶対高度を測定するセンサと対地高度を測定するセンサの両方を
備えていると汎用性が高くなる。しかし、搬送装置１を移動させたりホバリングさせたり
する環境が限定される場合には、各環境に適した高度制御を実施できるセンサだけを設け
てもよい。
【０１１６】
なお、絶対高度を測定する方法やセンサはとくに限定されないが、例えば、気圧計など
を利用することができるが、とくに限定されない。

20

【０１１７】
（吊り荷の制御）
上記例では、カバーフレーム６の上面などの載置部ＣＡに本実施形態の搬送装置１によ
って搬送する物体を載せる場合を説明した。しかし、本実施形態の搬送装置１によって物
体を搬送する場合、例えば、ワイヤーなどによって物体を搬送装置１に吊り下げてもよい
。
【０１１８】
この場合、搬送装置１の移動開始時や停止時には、慣性によって物体の移動停止が搬送
装置１の移動停止から遅れる場合があり、移動開始時や停止時において、物体の揺れが生
じ、この揺れに起因して、搬送装置１の姿勢が不安定になる可能性がある。

30

【０１１９】
そこで、物体を搬送装置１に吊り下げて移動させる場合には、物体の揺れを防止するよ
うに、制御部１１は、搬送装置１の移動、つまり、４つの揚力源２の作動を制御するよう
にしてもよい。
【０１２０】
物体の揺れを防止する制御方法はとくに限定されない。例えば、「小型ヘリコプタにお
ける吊り下げ物体の簡易振動制御に関する研究」（日本機械学会論文集（Ｃ編第７８巻７
８９号））において園部らにより提唱された方法によって搬送装置１の移動を制御すれば
、移動開始時や停止時における物体の揺れを抑制することができる。
【０１２１】

40

なお、上述したように、ワイヤーなどによって物体を搬送装置１に吊り下げる場合には
、ワイヤーなどの吊り下げ部材が特許請求の範囲における保持部に相当するものとなる。
【０１２２】
（水平移動について）
また、上記例では、搬送装置１が水平方向に移動する際には、搬送装置１が傾斜するこ
とによって推進力を発生させるようになっている。しかし、機体下部、具体的には、各揚
力源２の下部（つまり、各ロータの吹き出しの下）に、ベーンなどの空気流の流れを制御
する部材を設置すれば、推力を偏向することができる。例えば、ベーンを設ければ、飛行
機のラダーやエレベータのようにして、ベーンによって吹き出し流の向きを変えることが
できるので、推力を偏向することができる。すると、搬送装置１は、その機体を傾けなく
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ても、水平方向の水力を得ることができるので、その姿勢を水平に維持したまま移動する
ことができる。この場合には、外部入力の方向やその大きさに応じて、ベーンなどの動作
を制御すれば、入力に応じた方向に、入力に応じた距離（または時間）だけ、搬送装置１
の機体を水平に保ったまま、移動させることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
本発明の搬送装置は、物体を３次元的に搬送したり物体を高所に搬送したりする台車な
どに適している。
【符号の説明】
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【０１２４】
１

搬送装置

２

揚力源

２ａ

回転翼

２ｂ

モータ

５

フレームボディ

５ａ

ビーム

６

カバーフレーム

６ｈ

ロータ収容部

１０

制御手段

１０ａ

センサ

１１

制御部

１２

入力部

１２ａ

センサ

ＣＡ

載置部

【図１】
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【図２】

(21)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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