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(57)【要約】
本発明は、無人航空機のスケジューリング方法及びシス
テム、無人航空機、並びに無人航空機のスケジューリン
グに用いられるサーバーに関し、本発明に係る無人航空
機のスケジューリング方法は、無人航空機の身元特徴デ
ータを取得し、該身元特徴データをサーバーに送信する
ステップと、サーバーによって送信される身元特徴デー
タと整合するタスク命令を受信するステップと、タスク
命令に基づいて対応するタスクを実行するステップと、
を含み、タスク命令は、サーバーが予め設定されるタス
クデータテーブルに基づいて生成される。上述の無人航
空機のスケジューリング方法及びシステム、無人航空機
、並びに無人航空機のスケジューリングに用いられるサ
ーバーによれば、無人航空機の大規模なスケジューリン
グが実現でき、無人航空機に対する使用を便宜にする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無人航空機をスケジューリングする方法であって、
　前記無人航空機の身元特徴データを取得し、該身元特徴データをサーバーに送信するス
テップと、
　前記サーバーによって送信される前記身元特徴データと整合するタスク命令を受信する
ステップと、
　前記タスク命令に基づいて対応するタスクを実行するステップと、
　を含み、
　前記タスク命令は、前記サーバーが予め設定されるタスクデータテーブルに基づいて生
成される、
　無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項２】
　前記無人航空機の身元特徴データを取得し、該身元特徴データを前記サーバーに送信し
た後、
　現在の飛行状態データを取得するステップと、
　前記現在の飛行状態データを前記サーバーに送信することにより、前記サーバーが現在
の飛行状態に対してリアルタイムにモニタリングするようにするステップと、
　をさらに含み、
　前記現在の飛行状態データは、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リ
アルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータおよび自己診断データ
を含む、請求項１に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項３】
　リアルタイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データおよびセ
ンサーデータが予め設定される正常なデータ範囲内にあるか否かを検査ステップと、
　正常なデータ範囲内にある場合は飛行状態が正常であると判断し、そうでない場合は飛
行状態が異常であるとメッセージするステップと、
　検出結果に応じて自己診断データを生成するステップと、
　をさらに含む、請求項２に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項４】
　前記無人航空機の身元特徴データを取得し、該身元特徴データを前記サーバーに送信し
た後、
　無人航空機が正常の離陸状態である場合、離陸の操作を実行し、サーバーによって送信
されるタスク命令をリアルタイムに受信し、タスク命令に基づいて対応するタスクを実行
するステップと、
　無人航空機が異常離陸状態である場合、サーバーから送信される離陸拒否命令を受信し
、離陸拒否命令に基づいてユーザにメッセージするステップと、
　をさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の無人航空機をスケジューリングす
る方法。
【請求項５】
　無人航空機をスケジューリングする方法であって、
　前記無人航空機によって送信される身元特徴データを受信するステップと、
　前記身元特徴データに基づいて前記無人航空機と整合するタスクデータテーブルを取得
するステップと、
　前記タスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成するステップと、
　前記タスク命令を前記無人航空機に送信するステップと、
　を含む、無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項６】
　前記無人航空機によって送信される身元特徴データを受信した後、
　前記無人航空機によって送信される現在の飛行状態データを受信し格納するステップと
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、
　前記現在の飛行状態データに基づいて、前記無人航空機に対してリアルタイムにモニタ
リングするステップと、
　前記現在の飛行状態データが異常であると検出すると、前記無人航空機に早期警報を送
信するステップと、をさらに含み、
　前記現在の飛行状態データは、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リ
アルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータおよび自己診断データ
を含む、請求項５に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項７】
　前記現在の飛行状態データが異常であると検出すると、前記無人航空機に早期警報を送
信することは、
　前記無人航空機に整合するタスクデータテーブルに基づいてプリセット経路を生成する
ステップと、
　前記無人航空機のリアルタイムの位置データに基づいて、前記無人航空機と前記プリセ
ット経路との間の距離を計算するステップと、
　前記距離が予め設定された閾値よりも大きい場合、前記無人航空機に早期警告を送信す
るステップと、を含む、請求項６に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項８】
　前記現在の飛行状態データが異常であると検出すると、前記無人航空機に早期警報を送
信することは、
　予め設定されるセンシティブエリアを取得するステップと、
　前記無人航空機のリアルタイム位置が前記センシティブエリア内にあるか接近している
か否かを判断するステップと、
　前記無人航空機のリアルタイム位置が前記センシティブエリア内にあるか接近している
場合、前記無人航空機に対してセンシティブエリアの早期警報を送信するステップと、
　をさらに含む、請求項６または７に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項９】
　前記現在の飛行状態データが異常であると検出すると、前記無人航空機に早期警報を送
信することは、
　前記無人航空機が異常離陸状態にあるか否かを判断するステップと、
　異常離陸状態であると判断する場合、前記無人航空機に対して離陸拒否命令を送信する
ステップと、
　異常離陸状態でないと判断する場合、前記無人航空機と整合するタスクデータテーブル
に基づいてタスク命令を生成し、前記無人航空機に前記タスク命令を送信するステップと
、をさらに含み、
　前記異常離陸状態は、前記タスクデータテーブルに基づいて該無人航空機がタスク実行
状態でないと判断した場合、前記無人航空機の現在の位置データに基づいて計算し、前記
無人航空機が離陸エリアにないことと判断した場合、前記無人航空機の現在の位置データ
に基づいて計算し、前記無人航空機がセンシティブエリア内に位置すると判断した場合、
前記無人航空機の自己診断データが異常であると判断した場合、のうちの一つまたは複数
を含む、請求項８に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項１０】
　前記身元特徴データは、前記無人航空機の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを含み、
　前記無人航空機の身元ＩＤに基づいて予め設定される通信アドレステーブルから前記無
人航空機の前回のＩＰアドレスを取得し、前記通信アドレステーブルには、前記身元ＩＤ
と前記ＩＰアドレスとの間の関連付け関係が記録されているステップと、
　前記現在のＩＰアドレスと前記前回のＩＰアドレスとが同じであるか否かを判断するス
テップと、
　前記現在のＩＰアドレスと前記前回のＩＰアドレスとが同じである場合、前記無人航空
機によって送信される現在のＩＰアドレスを引き続き受信し、前記現在のＩＰアドレスと
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前記前回のＩＰアドレスとが同じでない場合、前記通信アドレステーブルを更新するステ
ップと、
　をさらに含む請求項５に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項１１】
　端末から送信される無人航空機の制御命令を受信するステップと、
　前記制御命令に基づいて前記無人航空機の身元特徴データを確定するステップと、
　確定される前記無人航空機の身元特徴データに基づいて、前記制御命令を対応する無人
航空機に送信するステップと、
　をさらに含む、請求項５に記載の無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項１２】
　無人航空機をスケジューリングする方法であって、
　無人航空機が自身の身元特徴データを取得し、該身元特徴データをサーバーに送信する
ステップと、
　前記サーバーが前記無人航空機によって送信される前記身元特徴データを受信するステ
ップと、
　前記サーバーが、前記身元特徴データに基づいて前記無人航空機と整合するタスクデー
タテーブルを取得するステップと、
　前記サーバーが、前記タスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成するステップ
と、
　前記サーバーが前記タスク命令を前記無人航空機に送信するステップと、
　前記無人航空機が前記サーバーから送信されるタスク命令を受信し、前記タスク命令に
基づいて対応するタスクを実行するステップと、
　を含む、無人航空機をスケジューリングする方法。
【請求項１３】
　無人航空機であって、
　前記無人航空機の身元ＩＤを格納する飛行制御モジュールと、前記飛行制御モジュール
と通信し、現在のＩＰアドレスを取得して格納する通信モジュールと、を含み、
　前記通信モジュールは、さらに、前記身元ＩＤおよび前記現在のＩＰアドレスをサーバ
ーに送信し、前記サーバーによって送信される前記身元ＩＤと整合するタスク命令を受信
し、前記タスク命令は、前記サーバーが予め設定されるタスクデータテーブルに基づいて
生成され、
　前記飛行制御モジュールは、さらに、前記通信モジュールによって送信されるタスク命
令を受信し、前記タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する、無人航空機。
【請求項１４】
　前記飛行制御モジュールと通信するデータ収集モジュールをさらに備え、
　前記データ収集モジュールは、現在の飛行状態データを取得し、
　前記データ収集モジュールはさらに、前記通信モジュールを介して前記現在の飛行状態
データを前記サーバーに送信することにより、前記サーバーが前記現在の飛行状態をリア
ルタイムにモニタリングするようにし、
　前記現在の飛行状態データは、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リ
アルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータおよび自己診断データ
を含む、請求項１３に記載の無人航空機。
【請求項１５】
　前記データ収集モジュールはさらに、前記ハードウェア状態データ、リアルタイム位置
データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データおよびセンサーデータが予め
設定される正常なデータ範囲内にあるか否かを検査し、検出結果に基づいて自己診断デー
タを生成し、
　前記データ収集モジュールはさらに、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置デー
タ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データおよびセンサーデータが予め設定
される正常なデータ範囲内でない場合、飛行状態が異常であることをメッセージする、請



(5) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

求項１４に記載の無人航空機。
【請求項１６】
　前記飛行制御モジュールはさらに、前記無人航空機が正常の離陸状態である場合、離陸
の操作を実行し、前記サーバーによって送信されるタスク命令をリアルタイムに受信し、
前記タスク命令に基づいて対応するタスクを実行し、
　前記飛行制御モジュールはさらに、前記無人航空機が異常離陸状態である場合、前記通
信モジュールを介して前記サーバーから送信される離陸拒否命令を受信し、前記離陸拒否
命令に基づいてユーザにメッセージする、請求項１５に記載の無人航空機。
【請求項１７】
　無人航空機をスケジューリングするサーバーであって、
　前記無人航空機によって送信される身元特徴データを受信する通信サービスモジュール
と、前記通信サービスモジュールと通信するバックエンドアプリケーションモジュールと
、を含み、
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、前記身元特徴データに基づいて前記
無人航空機と整合するタスクデータテーブルを取得し、前記タスクデータテーブルに基づ
いてタスク命令を生成し、前記通信サービスモジュールを介して前記タスク命令を前記無
人航空機に送信する、無人航空機をスケジューリングするサーバー。
【請求項１８】
　前記通信サービスモジュールは、さらに、無人航空機によって送信される現在の飛行状
態データを受信し、前記現在の飛行状態データは、ハードウェア状態データ、リアルタイ
ム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータおよ
び自己診断データを含み、
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、前記現在の飛行状態データ
を記憶し、前記現在の飛行状態データに異常があることを検出すると、前記無人航空機に
早期警告を送信する、請求項１７に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバー。
【請求項１９】
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、前記無人航空機と整合する
タスクデータテーブルに基づいてプリセット経路を生成し、前記無人航空機のリアルタイ
ム位置データに基づいて前記無人航空機と前記プリセット経路との間の距離を計算して、
前記距離が予め設定される閾値よりも大きい場合には、前記無人航空機に早期警報を送信
する、請求項１８に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバー。
【請求項２０】
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、予め設定されるセンシティ
ブエリアを取得し、前記無人航空機のリアルタイム位置がセンシティブエリア内に位置す
るか接近しているかを判断し、前記無人航空機のリアルタイム位置がセンシティブエリア
内に位置するか接近している場合には、前記無人航空機にセンシティブエリアの早期警報
を送信する、請求項１８またはあ１９に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバ
ー。
【請求項２１】
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、前記無人航空機が異常離陸
状態にあるか否かを判断し、異常離陸状態である場合には、前記通信サービスモジュール
を介して前記無人航空機に離陸拒否命令を送信し、異常離陸状態でない場合には、前記無
人航空機と整合するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し、前記通信サー
ビスモジュールを介して前記無人航空機に前記タスク命令を送信し、
　前記異常離陸状態は、前記タスクデータテーブルに基づいて該無人航空機がタスク実行
状態でないと判断した場合、前記無人航空機の現在の位置データに基づいて計算し、前記
無人航空機が離陸エリアにないことと判断した場合、前記無人航空機の現在の位置データ
に基づいて計算し、前記無人航空機がセンシティブエリア内に位置すると判断した場合、
前記無人航空機の自己診断データが異常であると判断した場合、のうちの一つまたは複数
を含む、請求項２０に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバー。
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【請求項２２】
　前記身元特徴データは、無人航空機の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを含み、
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、前記無人航空機の身元ＩＤ
に基づいて予め設定される通信アドレステーブルから前記無人航空機の前回のＩＰアドレ
スを取得し、前記通信アドレステーブルには、前記身元ＩＤと現在のＩＰアドレスとの間
の関連付け関係が記録され、前記現在のＩＰアドレスと前記前回のＩＰアドレスとが同じ
であるか否かを判断し、同じである場合には、前記通信サービスモジュールは引き続き前
記無人航空機によって送信される現在のＩＰアドレスを受信し、同じでない場合には、前
記バックエンドアプリケーションモジュールは前記通信アドレステーブルを更新する、請
求項１７に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバー。
【請求項２３】
　前記通信サービスモジュールは、さらに、端末によって送信される無人航空機の制御命
令を受信し、
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、さらに、前記制御命令に基づいて無
人航空機の身元特徴データを確定し、確定される無人航空機の身元特徴データに基づいて
、通信サービスモジュールを介して前記制御命令を対応する無人航空機に送信する、請求
項１７に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバー。
【請求項２４】
　インターネットと、請求項１３～１６のいずれか一項に記載の無人航空機と、請求項１
７～２３のいずれか一項に記載の無人航空機をスケジューリングするサーバーと、を含み
、前記無人航空機が前記サーバーとは、インターネットを介して通信する、無人航空機を
スケジューリングするシステム。
【請求項２５】
　前記無人航空機は、基地局およびセルラーネットワークをさらに含み、
　前記無人航空機は、前記基地局を介して前記セルラーネットワークと通信し、前記セル
ラーネットワークは前記インターネットと通信し、前記サーバーは前記インターネットを
介した前記セルラーネットワークおよび前記無人航空機と通信する、請求項２４に記載の
無人航空機をスケジューリングするシステム。
【請求項２６】
　前記システムは、端末をさらに含み、
　前記端末は、インターネットを介して前記サーバーと通信し、前記端末は前記サーバー
に無人航空機の制御命令を送信し、前記サーバーは前記制御命令を受信し、前記制御命令
を対応する無人航空機に送信し、前記無人航空機は前記制御命令に基づいて対応するタス
クを実行する、請求項２４または２５に記載の無人航空機をスケジューリングするシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年１月２３日に出願された「無人航空機をスケジューリングする方
法」を発明の名称とする中国特許出願番号２０１５１００３６９３８．３に基づいて提出
され、該中国特許出願の優先権を主張し、該中国特許出願の全ての内容は、本明細書にお
いて参照として援用される。
【０００２】
　本出願は、２０１５年１月１３に出願された「移動通信ネットワークに基づく無人航空
機のデータリンクシステム」を発明の名称とする中国特許出願番号２０１５２００２３４
１７．Ｘに基づいて提出され、該中国特許出願の優先権を主張し、該中国特許出願の全て
の内容は、本明細書において参照として援用される。
【０００３】
　本発明は、通信技術分野に関し、特に無人航空機をスケジューリングする方法及びシス
テム、無人航空機、並びに無人航空機のスケジューリングに用いられるサーバーに関する
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。
【背景技術】
【０００４】
　無人航空機は、無線遠隔制御装置またはそれ自身のプログラム制御装置によって操縦さ
れる無人運転の飛行装置であって、幅広い用途を有し、製造コストが低く、生存能力が強
くてかつ機動性が優れているため、現代戦において極めて重要な役割を果たす。また、無
人航空機は、たとえば、大気のサンプリング、地図マッピング、資源調査および災害調査
などのような民間の分野においても幅広い応用への見通しを有している。セルラー移動通
信は、現在、最も成長が速く、最も広く応用され、最も低いコストを有する長距離移動通
信システムである。セルラー移動通信は、既に第２世代、第３世代および第４世代のシス
テムが併存する段階まで発展されている。現在、セルラー移動通信ＧＳＭと全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）とを組み合わ
せる技術は、既に車両の位置決め、スケジューリングおよび盗難防止に広く使用されてい
る。モバイル条件におけるセルラー移動通信の伝送の安定性が比較的に良いため、既存の
無人航空機のデータ伝送および制御は、通常、ＲＦデジタル伝送モジュールまたはセルラ
ー移動通信によって行われる。しかしながら、ＲＦデジタル伝送モジュールは、距離と地
形の制約によって制限され、地面と無人航空機との間に障害物がないことを要求する。さ
らに、単にセルラー移動通信によってデータ通信を行うのならば、特定の装置上において
無人航空機に対する制御を行うしかない。
【０００５】
　既存の方法においては、通常、無線リモートコントロールにより航空機を直接操作し制
御するかまたは無線デジタル伝送モジュールおよび移動体通信ネットワークを介して地上
装置によって航空機を操作し制御する。これらのやり方は、地上側の処理能力の限界によ
って、少数の無人航空機に対してのみ操作および制御が可能で、ユーザの無人航空機に対
する利用を制限し、無人航空機の大規模なスケジューリングが行えない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、無人航空機の大規模なスケジューリングが行えない問題に鑑みてなされたも
のであり、無人航空機をスケジューリングする方法及びシステム、無人航空機、並びに無
人航空機のスケジューリングに用いられるサーバー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】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る無人航空機をスケジューリングする方法は、
　無人航空機の身元特徴データを取得し、該身元特徴データをサーバーに送信するステッ
プと、
　前記サーバーによって送信される前記身元特徴データと整合するタスク命令を受信する
ステップと、
　前記タスク命令に基づいて対応するタスクを実行するステップと、
　を含み、
　前記タスク命令は、前記サーバーが予め設定されるタスクデータテーブルに基づいて生
成される。
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係る他の一つの無人航空機をスケジューリングする
方法は、
　無人航空機によって送信される身元特徴データを受信するステップと、
　前記身元特徴データに基づいて前記無人航空機と整合するタスクデータテーブルを取得
するステップと、
　前記タスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成するステップと、
　前記タスク命令を前記無人航空機に送信するステップと、
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　を含む。
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明に係る更なる他の一つの無人航空機をスケジューリン
グする方法は、
　無人航空機が自身の身元特徴データを取得し、該身元特徴データをサーバーに送信する
ステップと、
　前記サーバーが前記無人航空機によって送信される前記身元特徴データを受信するステ
ップと、
　前記サーバーが、前記身元特徴データに基づいて前記無人航空機と整合するタスクデー
タテーブルを取得するステップと、
　前記サーバーが、前記タスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成するステップ
と、
　前記サーバーが前記タスク命令を前記無人航空機に送信するステップと、
　前記無人航空機が前記サーバーから送信されるタスク命令を受信し、前記タスク命令に
基づいて対応するタスクを実行するステップと、
　を含む。
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明に係る無人航空機は、
　無人航空機の身元ＩＤを格納する飛行制御モジュールと、前記飛行制御モジュールと通
信し、現在のＩＰアドレスを取得して格納する通信モジュールと、を含み、
　前記通信モジュールは、さらに、前記身元ＩＤおよび前記現在のＩＰアドレスをサーバ
ーに送信し、前記サーバーによって送信される前記身元ＩＤと整合するタスク命令を受信
し、前記タスク命令は、前記サーバーが予め設定されるタスクデータテーブルに基づいて
生成され、
　前記飛行制御モジュールは、さらに、前記通信モジュールによって送信されるタスク命
令を受信し、前記タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する。
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係る無人航空機をスケジューリングするサーバーは
、無人航空機によって送信される身元特徴データを受信する通信サービスモジュールと、
前記通信サービスモジュールと通信するバックエンドアプリケーションモジュールと、を
含み、
　前記バックエンドアプリケーションモジュールは、前記身元特徴データに基づいて前記
無人航空機と整合するタスクデータテーブルを取得し、前記タスクデータテーブルに基づ
いてタスク命令を生成し、前記通信サービスモジュールを介して前記タスク命令を前記無
人航空機に送信する。
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明に係る無人航空機をスケジューリングするシステムは
、インターネットと、上述の無人航空機と、上述の無人航空機をスケジューリングするサ
ーバーと、を含み、前記無人航空機と前記サーバーとは、インターネットを介して通信す
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る無人航空機をスケジューリングする方法およびシステム、無人航空機、並
びに無人航空機のスケジューリングに用いられるサーバーによれば、無人航空機は取得し
た身元特徴データをサーバーに送信し、サーバーは予め設定される該無人航空機と整合す
るタスクデータテーブルに基づいてタスク命令生成する。サーバーが無人航空機の身元特
徴データに基づいて制御命令を送信するため、リアルタイムに無人航空機を制御し指定し
て対応するタスクを実行するようにすることができ、大量の無人航空機をスケジューリン
グして、無人航空機の大規模なスケジューリングを実現できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】一実施形態に係る無人航空機の構成を示すブロック図である。
【図２】一実施形態に係る無人航空機のスケジューリングに用いられるサーバーの構成を
示すブロック図である。
【図３】一実施形態に係る無人航空機をスケジューリングするシステムの構成を示すブロ
ック図である。
【図４】他の一実施形態に係る無人航空機をスケジューリングするシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図５】一実施形態に係る無人航空機をスケジューリングする方法のフローチャートであ
る。
【図６】一実施形態に係る無人航空機がサーバーへ現在の飛行状態データを送信する流れ
を示すフローチャートである。
【図７】他の一実施形態に係る無人航空機をスケジューリングする方法のフローチャート
である。
【図８】一実施形態に係るサーバーが無人航空機に対してリアルタイムにモニタリングす
る流れを示すフローチャートである。
【図９】一実施形態に係るサーバーが無人航空機に対して早期警報を送信する流れを示す
フローチャートである。
【図１０】一実施形態に係るサーバーにより無人航空機が異常離陸状態にあるか否かを判
断する流れを示すフローチャートである。
【図１１】一実施形態に係るサーバーが無人航空機のＩＰを取得する流れを示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の目的、技術的解決手段および効果をより明確にするため、図面を参照し
ながら、いくつかの実施形態を介して本発明について詳細に説明する。なお、本明細書に
記載される具体的な実施形態は本発明を理解させるための単なる例示であり、本発明を限
定するものではないことに注意されたい。
【００１６】
　図１に示すように、一実施形態によれば、無人航空機１００は、通信モジュール１１０
、飛行制御モジュール１２０およびデータ収集モジュール１３０を含む。飛行制御モジュ
ール１２０は、通信モジュール１１０およびデータ収集モジュール１３０のそれぞれと通
信する。
【００１７】
　通信モジュール１１０は、現在のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレ
スを取得して格納する。
【００１８】
　具体的には、無人航空機１００は、通信モジュール１１０によってインターネットへア
クセスし、サーバーとの通信を確立する。インターネットへのアクセスが成功すれば、無
人航空機１００にはＩＰアドレスが割り当てられ、通信モジュール１１０は、現在のＩＰ
アドレスを取得して格納する。通信モジュール１１０は、さらに、アクセスの切断の検出
および再アクセスの機能を有し、データ伝送中におけるネットワークに接続できないまた
は信号が届かないエリアに遭遇した場合に発生するネットワークまたは信号が切断されて
しまう状況に対応できる。
【００１９】
　飛行制御モジュール１２０は、無人航空機の身元ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を格納する
。
【００２０】
　具体的には、各無人航空機１００は、独自の身元ＩＤを有し、該身元ＩＤは、サーバー
が無人航空機１００の身元を識別し、かつ該身元ＩＤに基づいてタスク命令を送信するこ
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とを便宜にする。飛行制御モジュール１２０は、該身元ＩＤを格納（記憶）する。
【００２１】
　通信モジュール１１０は、さらに、身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスをサーバーに送
信し、サーバーによって送信される該身元ＩＤと整合するタスク命令を受信する。該タス
ク命令は、サーバーが予め設定されるタスクデータテーブル基づいて生成される。
【００２２】
　具体的には、通信モジュール１１０は無人航空機１００の身元ＩＤおよび現在のＩＰア
ドレスをサーバーに送信し、サーバーは無人航空機１００の身元ＩＤおよび現在のＩＰア
ドレスを受信して、予め設定されるタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し
、かつタスク命令を対応する無人航空機１００に送信する。無人航空機１００の通信モジ
ュール１１０は、該タスク命令を受信する。タスクデータテーブルは、例えば表１に示さ
れるものである。
【００２３】
【表１】

【００２４】
　タスクデータテーブルには、身元ＩＤ、ウェイポイント、ウェイポイントタイプおよび
ウェイポイントデータを含むことができ、これらの間の関連付け関係を記録できる。
【００２５】
　身元ＩＤは、異なる無人航空機１００を示す。
【００２６】
　ウェイポイントは、例えば、ウェイポイント１、ウェイポイント２、ウェイポイント３
などのシリアル番号で示すことができ、異なるウェイポイントには異なるシリアル番号が
対応する。
【００２７】
　ウェイポイントタイプは、離陸場所の地理的位置、着陸場所の地理的位置、通常ウェイ
ポイント場所の地理的位置、実施場所の地理的位置などであり得る。異なる身元ＩＤに応
じて、異なるウェイポイントおよび対応するウェイポイントタイプが有しうる。
【００２８】
　ウェイポイントデータは、該ウェイポイントにおける無人航空機１００によって動作ま
たは実施される具体的なデータである。ウェイポイントデータは、時間、ウェイポイント
の緯度および経度の座標、ウェイポイントの高度、無人航空機１００が該ウェイポイント
に向かって飛行する動作パラメータおよび無人航空機１００が該ウェイポイントにおいて
実施すべき動作等を含むことができる。異なるウェイポイントタイプに対応するウェイポ
イントデータは異なっており、異なるウェイポイントに対応して、１つ以上の異なるウェ
イポイントデータが存在しうる。無人航空機１００が該ウェイポイントに向かって飛行す
る動作パラメータは、水平速度、登り速度および進行方向パラメータなどを含むことがで
きる。進行方向パラメータは、無人航空機１００が飛行する際に有する進行方向、たとえ
ば、進行方向が北方向または進行方向がある緯度および経度の座標などである。無人航空
機１００が該ウェイポイントにおいて実施すべき動作は、通過、ホバリング、周り見回し
、関心点回りおよび周辺動作などを含むことができる。通過とは、無人航空機１００が該
ウェイポイントに到着した直後、すぐに次のウェイポイントに向かって飛行することをい
う。ホバリングとは、無人航空機１００が該ウェイポイントに停止することをいう。周り
見回しとは、無人航空機１００が該ウェイポイントに到着した後、周囲を見回す動作を行
うことをいう。関心点は、緯度および経度の座標および高度を含む地理的位置情報を指し
、関心点回りとは、無人航空機１００が予め設定される動作パラメータに従って該関心点
を中心に回って飛行できることをいう。周辺動作は、無人航空機１００に搭載される装置
に関連し、例えば、該ウェイポイントにおいて写真の撮影、ビデオの録画、センサーデー
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タの収集などを行う。
【００２９】
　サーバーは、無人航空機１００が通信モジュール１１０によって送信される身元ＩＤお
よび現在のＩＰアドレスを受信する。そして、該身元ＩＤに基づいて予め設定されるタス
クデータテーブルを照会し、タスクデータテーブルにおける身元ＩＤと受信した身元ＩＤ
とが同じである部分を探し出して、該身元ＩＤに対応するタスクデータテーブルに基づい
てタスク命令を生成する。タスク命令は、該タスクデータテーブルに基づいて取得される
現在の無人航空機１００が動作または実施すべき具体的なデータなどの情報を含む。サー
バーは、無人航空機１００の現在のＩＰアドレスに基づいて無人航空機１００にタスク命
令を送信し、無人航空機１００によって対応するタスクを実行する。
【００３０】
　飛行制御モジュール１２０は、さらに、通信モジュール１１０によって送信されるタス
ク命令を受信し、タスク命令に対応するタスクを実行する。
【００３１】
　具体的には、飛行制御モジュール１２０は、無人航空機１００に対応するタスクデータ
テーブルにおける予め設定される各種の動作を含む、サーバーから送信されるタスク命令
に対応するタスクを実行する。例えば、無人航空機１００は、タスク命令に基づいて、飛
行、中止、継続、終了、緊急着陸、リターン、通過、ホバリング、周り見回し、関心点回
り、写真の撮影、ビデオの録画、センサーデータ収集などのタスクを実行することができ
、さらには、タスク命令に基づいてリアルタイムの姿勢および飛行速度などを調整するこ
ともできる。サーバーは、対応する無人航空機１００が対応するタスクを実行するように
リアルタイムに制御でき、大量の無人航空機に対してスケジューリングを行い、無人航空
機の大規模なスケジューリングを実現できる。
【００３２】
　データ収集モジュール１３０は、現在の飛行状態データを取得する。
【００３３】
　具体的には、現在の飛行状態データは、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置デ
ータ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータおよび自己診
断データなどを含みうる。ハードウェア状態データとは、無人航空機１００の各構成部分
の状態データを指し、バッテリ電圧、モータ回転速度、データ伝送の信号品質などを含む
。リアルタイム位置データは、無人航空機１００の現在位置の緯度および経度、高度、Ｇ
ＰＳ位置決め精度、衛星数および無人航空機の現在位置のＵＴＣ時間（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｔｉｍｅ）などを含む。リアルタイム動作デー
タは、無人航空機１００の動作速度、登り／下降速度、進行方向などを含む。リアルタイ
ムの姿勢データは、ピッチ角度およびロール角度などを含む。センサーデータは、加速度
計、ジャイロスコープ、温度計および超音波の測定データなどを含む。自己診断データと
は、無人航空機１００が自身のデータを検出した結果に応じて取得するデータであって、
たとえば、バッテリが不足しているか否か、センサーが過負荷しているか否か、リアルタ
イム動作データが正常範囲内にあるか否かなどを指す。
【００３４】
　データ収集モジュール１３０は、さらに、通信モジュール１１０を介して現在の飛行状
態データをサーバーに送信する。
【００３５】
　具体的には、データ収集モジュール１３０は、マスタチップ、ジャイロスコープ、加速
度センサー、地磁気センサー、気圧温度センサーおよびＧＰＳ衛星位置決め装置などを含
むことができる。マスタチップは、ジャイロスコープ、加速度センサー、地磁気センサー
、気圧温度センサー、ＧＰＳ衛星位置決め装置のそれぞれと接続されている。ジャイロス
コープ、加速度センサー、地磁気センサー、気圧温度センサー、ＧＰＳ衛星位置決め装置
は、無人航空機１００のハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リアルタイ
ム動作データ、リアルタイム姿勢データおよびセンサーデータなどの取得に用いられる。
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マスタチップは、型番がＳＴＭ３２Ｆ１０３ＶＥＴ６の３２ビットマイクロコントローラ
であってよく、ジャイロスコープはＡＤＸＬ３４５Ｂの３軸ジャイロスコープであってよ
い。加速度センサーは、Ｌ３Ｇ４２００Ｄの３軸加速度センサーであってよく、地磁気セ
ンサーは、ＨＭＣ５８３３Ｌの三軸地磁気センサーであってよい。ジャイロセンサーおよ
び加速度センサーは、無人航空機１００の３次元角速度信号および３次元加速度信号を感
知でき、マスタチップを介して無人航空機のリアルタイム姿勢データを得ることができる
。マスタチップは、地磁気センサー、ＧＰＳ衛星位置決め装置および気圧温度センサーな
どに基づいて現在位置データを取得でき、無人航空機１００のリアルタイム姿勢データを
修正して、信頼性の高いリアルタイム姿勢データを得ることができる。
【００３６】
　マスタチップは、さらに、通信モジュール１１０にも接続され、通信モジュール１１０
を介して、取得された現在の飛行状態データをサーバーに送信する。サーバーは、無人航
空機１００の飛行状態データに基づいて、該無人航空機１００に対してリアルタイムにモ
ニタリングを行い、現在の飛行状態データの異常が検出されると、早期警報を送信し、直
ちに調整処理することを便宜にする。
【００３７】
　上述の無人航空機は、取得した無人航空機の身元ＩＤ、現在のＩＰアドレスおよび現在
の飛行状態データをサーバーに送信し、サーバーは、予め設定される該無人航空機と整合
するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成する。サーバーが無人航空機の身
元ＩＤに基づいて制御命令を送信するため、無人航空機をリアルタイムに制御し指定して
対応するタスクを実行するようにすることができ、大量の無人航空機に対するスケジュー
リングおよびモニタリング、すなわち、無人航空機の大規模なスケジューリングおよびモ
ニタリングを実現できる。
【００３８】
　一実施形態によれば、上述の無人航空機、データ収集モジュール１３０は、さらに、ハ
ードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイ
ム姿勢データおよびセンサーデータが予め設定される正常なデータ範囲内にあるか否かを
検査し、検出結果に基づいて自己診断データを生成する。
【００３９】
　具体的には、データ収集モジュール１３０は、取得されるハードウェア状態データ、リ
アルタイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ及びセンサー
データなどのデータを予め設定される各種のデータに対応する正常なデータ範囲と比較し
、検出結果に基づいて自己診断データを生成する。自己診断データには、バッテリが不足
しているか否か、センサーが過負荷しているか否か、リアルタイム動作データが正常範囲
内にあるか否かなどが含まれる。データ収集モジュール１３０内のマスタチップは、通信
モジュール１１０を介して無人航空機１００の自己診断データをサーバーに送信できる。
【００４０】
　データ収集モジュール１３０は、さらに、ハードウェア状態データ、リアルタイム位置
データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データおよびセンサーデータが予め
設定される正常なデータ範囲内にない場合、飛行状態が異常であることをメッセージする
ことにより、無人航空機に対する調整および処理を便宜にする。自己診断データが異常で
ある場合、たとえば、飛行速度が速すぎるかピッチ角度が大きすぎるなどのような異常状
態が比較的に小さい場合には、無人航空機１００は自ら動作パラメータを調整して正常に
することができる。一方、たとえば、進行方向の間違いやセンシティブエリアへの侵入な
どのような異常状態が比較的に大きい場合には、サーバーはアップロードした自己診断デ
ータに基づいて対応する調整命令、たとえば、飛行の停止、経路の変更、リターンなどの
調整命令を出す。
【００４１】
　飛行制御モジュール１２０は、さらに、無人航空機１００が正常な離陸状態である場合
、離陸の操作を実行し、サーバーによって送信されるタスク命令をリアルタイムに受信し
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、該タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する。
【００４２】
　具体的には、サーバーは、タスクデータテーブルをプリロードしてもよく、実際のアプ
リケーション環境に応じてタスクデータテーブルを１つずつロードしたりまたはリアルタ
イムにタスクデータテーブルを更新したりしてもよい。これら２つの方法は、無人航空機
１００の実際の応用シーンおよびネットワーク環境に応じて選択できる。通常、無人航空
機１００によって実行されるタスクが決まったものであるか、またはネットワーク環境が
良くない場合、サーバーは、プリロードの方法を利用して、対応するタスクデータテーブ
ルを一括に格納できる。次に、無人航空機１００と整合するタスクデータテーブルに基づ
いて対応するタスク命令を生成し、無人航空機１００に送信する。無人航空機１００は、
タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する。一方、無人航空機１００のタスクが決
まったものでない場合、サーバーは、タスクデータテーブルを１つずつロードする方法ま
たはタスクデータテーブルをリアルタイムに更新する方法を利用できる。例えば、無人航
空機１００のタスクが地上のあるビーコンを追跡するものである場合、該ビーコンがイン
ターネットに接続された後にリアルタイムの位置データおよび動作データをサーバーにフ
ィードバックすることができる。サーバーは、リアルタイムの位置データおよび動作デー
タに基づいてタスクデータテーブルをリアルタイムに更新し、リアルタイムのタスク命令
を生成して対応する無人航空機１００に送信する。無人航空機１００はタスク命令を受信
すると該タスク命令に基づいてビーコンを追跡する。
【００４３】
　飛行制御モジュール１２０は、さらに、無人航空機１００が異常離陸状態である場合、
通信モジュール１１０を介してサーバーから送信される離陸拒否命令を受信し、離陸拒否
命令に基づいてユーザにメッセージする。
【００４４】
　上述の無人航空機によれば、自己診断データが異常であることを検出したとき、ユーザ
にメッセージすることができ、異常状態の処理および調整を便宜にする。サーバーは、ま
た、異なる状況に応じてタスクデータテーブルをプリロードしたりまたはリアルタイムに
ロードしたりすることができ、無人航空機のスケジューリングおよびモニタリングを便宜
にするため、対応するタスクを実行するように無人航空機のスケジューリングをより良く
する。
【００４５】
　図２に示すように、一実施形態によれば、無人航空機をスケジューリングするサーバー
２２０は、通信サービスモジュール２１０およびバックエンドアプリケーションモジュー
ル２２０を含む。通信サービスモジュール２１０は、バックエンドアプリケーションモジ
ュール２２０と通信する。
【００４６】
　通信サービスモジュール２１０は、無人航空機１００によって送信される身元特徴デー
タを受信する。
【００４７】
　具体的には、身元特徴データは、無人航空機１００の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレ
スを含む。サーバー２００は、通信サービスモジュール２１０によってインターネットに
アクセスした後、無人航空機１００と通信を確立する。通信サービスモジュール２１０は
、無人航空機１００によって送信される身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを受信する。
【００４８】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、身元特徴データに基づいて無人航
空機１００と整合するタスクデータテーブルを取得し、タスクデータテーブルに基づいて
タスク命令を生成し、通信サービスモジュール２１０を介して該タスク命令を対応する無
人航空機１００に送信する。
【００４９】
　具体的には、バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、受信した身元ＩＤに
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基づいて予め設けられるタスクデータテーブルを照会し、受信した身元ＩＤと同じである
タスクデータテーブルにおける身元ＩＤの部分を見つけ出す。そして、該身元ＩＤに対応
するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し、無人航空機１００の現在のＩ
Ｐアドレスに基づいて無人航空機１００に該タスク命令を送信する。無人航空機１００は
、該タスク命令に対応するタスクを実行する。
【００５０】
　上述の無人航空機をスケジューリングするサーバーによれば、サーバーは、無人航空機
によって送信される身元特徴データを受信し、予め設定される該無人航空機に対応するタ
スクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成する。サーバーが無人航空機の身元特徴
特性データに基づいて制御命令を送信するため、無人航空機をリアルタイムに制御および
指定して、対応するタスクを実行するようにすることができ、大量の無人航空機をスケジ
ューリングでき、無人航空機の大規模なスケジューリングを実現できる。
【００５１】
　一実施形態によれば、上記通信サービスモジュール２１０は、さらに、無人航空機１０
０によって送信される現在の飛行状態データを受信する。
【００５２】
　具体的には、現在の飛行状態データは、無人航空機１００のハードウェア状態データ、
リアルタイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサー
データおよび自己診断データなどを含む。
【００５３】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、現在の飛行状態データを
格納し、現在の飛行状態データに異常があることを検出すると、無人航空機１００に早期
警報を送信する。
【００５４】
　具体的には、バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、無人航空機１００の
現在の飛行状態データに基づいて、無人航空機１００に早期警報を送信できる。無人航空
機１００は、一定の時間間隔毎にサーバー２００に現在の飛行状態データを送信する。該
時間間隔は予め設定される時間間隔であってよく、例えば、５ｓ（秒）、１０ｓ、１ｍｉ
ｎ（分）などで、現在の飛行状態データのリアルタイム性を保証できる。バックエンドア
プリケーションモジュール２２０は、現在の飛行状態データに基づいて、無人航空機１０
０に対してモニタリングおよび早期警報を行う。例えば、無人航空機１００が進行方向を
間違った場合やセンシティブエリアに進入した場合、或いは異常離陸状態などである場合
、無人航空機１００を直ちに調整し、異常処理することを便宜にする。バックエンドアプ
リケーションモジュール２２０は、無人航空機１００の現在の飛行状態データが異常であ
ることを検出すると、当該無人航空機１００に対して、随時に中止、終了、リターンまた
は緊急着陸などの命令を出すことができる。
【００５５】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、無人航空機１００と整合
するタスクデータテーブルに基づいてプリセット経路を生成し、無人航空機１００のリア
ルタイム位置データに基づいて無人航空機１００とプリセット経路との間の距離を計算し
て、該距離が予め設定される閾値よりも大きい場合には、無人航空機１００に早期警報を
送信する。
【００５６】
　具体的には、バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、無人航空機１００の
身元ＩＤと整合するタスクデータテーブルにおけるウェイポイントデータに基づいて、プ
リセット経路を生成し、無人航空機１００とプリセット経路との間の距離を算出する。例
えば、無人航空機１００が飛行ポイントｉにある場合、地理的セグメントＬ（ｉ、ｉ-ｌ
）を得ることができ、予め設定される閾値は２０メートル，３０メートルなどの値であっ
てよい。続いて、該地理的セグメントＬとプリセット経路との間の距離を計算し、または
、飛行ポイントｉの座標を直接取得して、点から線までの距離の計算方法に基づいて無人
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航空機１００とプリセット経路との間の距離を計算する。そして、距離が閾値より大きい
場合、無人航空機１００への早期警報を送信する。無人航空機１００が進行方向を間違っ
た場合、サーバーは自ら調整命令を出すことができ、または手動で対応する無人航空機に
対して調整することもできる。
【００５７】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、予め設定されるセンシテ
ィブエリアを取得し、無人航空機のリアルタイム位置がセンシティブエリア内に位置する
か接近しているかを判断し、そうである場合には無人航空機１００にセンシティブエリア
の早期警報を送信する。
【００５８】
　具体的には、サーバー２００は、センシティブエリアデータベースを構築して予め設定
されるセンシティブエリアを格納してもよい。センシティブエリアには、空港、軍事ゾー
ンなどが含まれる。バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、幾何数学におけ
る点と点との間の距離を計算するアルゴリズム、点と線との間の距離を計算するアルゴリ
ズムを利用でき、さらに地球の半径値などの不変量に基づいて、無人航空機１００のリア
ルタイム位置とセンシティブエリアとの間の距離を計算することができる。該距離値はメ
ートルを単位とすることができる。無人航空機１００とセンシティブエリアとの間の距離
が予め設定される距離よりも小さい場合、無人航空機１００がセンシティブエリアに接近
しているとみなすことができ、該予め設定される距離は１０メートル、５メートルなどで
あってよい。無人航空機１００がセンシティブエリア内に位置するか、または接近してい
る場合、無人航空機１００に早期警報を送信する。バックエンドアプリケーションモジュ
ール２２０は、さらに、無人航空機１００に一時タスク命令を送信することにより、元の
飛行経路を変え、センシティブエリアから遠ざけるようにすることができる。例えば、無
人航空機１００の元の飛行経路がＡ→Ｂであり、途中においてセンシティブエリアを通過
する場合、一時的な中間ポイントＣを追加して、飛行経路をＡ→Ｃ→Ｂに変えることがで
き、センシティブエリアを避けることができる。無人航空機１００がセンシティブエリア
内に位置するか接近している場合、サーバーは自ら調整命令を出すことができ、または手
動で対応する無人航空機を調整することができる。
【００５９】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、無人航空機１００が異常
離陸状態にあるか否かを判断する。そして、異常離陸状態にある場合には、通信サービス
モジュール２１０を介して無人航空機１００に離陸拒否命令を送信し、そうでない場合に
は、無人航空機１００と整合するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し、
通信サービスモジュール２１０を介して無人航空機１００にタスク命令を送信する。
【００６０】
　具体的には、異常離陸状態は、次のいくつかの場合のうちの一つまたは複数を含む。
　（１）タスクデータテーブルに基づいて、該無人航空機１００がタスク実行状態でない
ことと判断した場合である。すなわち、タスクデータテーブルには、該無人航空機１００
に対応するデータが存在しない。
　（２）無人航空機１００の現在の位置データに基づいて計算し、無人航空機が離陸エリ
アにないことと判断した場合である。タスクデータテーブルにおける該無人航空機１００
に対応するウェイポイントタイプが離陸場所の地理的位置の緯度および経度の情報に基づ
いて、無人航空機１００の現在の位置データと当該離陸場所との間の距離を計算する。該
距離が予め設定される範囲よりも小さい場合には、無人航空機１００が離陸エリア内にあ
ることを示し、そうでなければ、無人航空機１００は離陸エリアにないことを示す。予め
設定される範囲は、５メートル、３メートルなどである。
　（３）無人航空機１００の現在の位置情報に基づいて計算し、無人航空機１００がセン
シティブエリア内に位置すると判断した場合である。
　（４）無人航空機の自己診断データが異常であると判断した場合である。たとえば、異
常の動作電圧、異常の温度などが判断された場合である。



(16) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

【００６１】
　無人航空機１００が正常な離陸状態である場合、バックエンドアプリケーションモジュ
ール２２０は、無人航空機１００と整合するタスクデータテーブルに基づいて、指定され
る無人航空機１００が対応するタスクを順序通りに実行するようにスケジューリングする
ことができる。予め設定されるタスクデータテーブルを利用することにより無人航空機を
スケジューリングすれば、無人航空機群のスケジューリングの効率を向上させることがで
きる。
【００６２】
　上述の無人航空機をスケジューリングするサーバーによれば、現在の飛行状態データに
基づいて無人航空機に対してモニタリングおよび早期警報を行う。無人航空機によって送
信される現在の飛行状態データが異常である場合、無人航空機に対して早期警報を行い、
無人航空機に対して直ちに調整および異常処理を行うことを便宜にする。
【００６３】
　一実施形態によれば、バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、無
人航空機の身元ＩＤに基づいて予め設定される通信アドレステーブルから無人航空機１０
０の前回（直前）のＩＰアドレスを取得し、現在のＩＰアドレスと前回のＩＰアドレスと
が同じであると判断すれば、通信サービスモジュール２１０は無人航空機１００によって
送信される現在のＩＰアドレスを引き続き受信し、そうでなければ、通信アドレステーブ
ルを更新する。
【００６４】
　具体的には、無人航空機の飛行中において、無人航空機１００の現在のＩＰアドレスは
基地局の切り替え時に変更されることがあるため、無人航空機１００は現在のＩＰアドレ
スをリアルタイムに取得し、現在のＩＰアドレスをサーバー２００に送信する必要がある
。サーバー２００は、通信サービスモジュール２１０によってリアルタイムに現在のＩＰ
アドレスを受信する。通信アドレステーブルには、無人航空機１００の身元ＩＤと現在の
ＩＰアドレスとの間の関連付け関係が記録されている。通信アドレステーブルは、例えば
表２に示されるとおりである。
【００６５】

【表２】

【００６６】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、無人航空機１００によって送信さ
れる現在のＩＰアドレスと通信アドレステーブルにおけるその身元ＩＤに対応するＩＰア
ドレスとが異なるであると検出する場合、通信アドレステーブルを更新する。サーバー２
００は、無人航空機１００の現在のＩＰアドレスに基づいてタスク命令を送信することに
より、無人航空機を制御および指定して対応するタスクを実行するようにする。
【００６７】
　上述の無人航空機をスケジューリングするサーバーによれば、無人航空機の身元ＩＤと
現在のＩＰアドレスとの間の関連付け関係を確立し、現在のＩＰアドレスを直ちに更新す
ることにより、タスク命令を直ちにかつ正確に対応する無人航空機に送信することを保証
でき、無人航空機の大規模なスケジューリングを便宜にできる。
【００６８】
　一実施形態によれば、通信サービスモジュール２１０は、さらに、端末によって送信さ
れる無人航空機の制御命令を受信する。
【００６９】
　具体的には、端末は、携帯電話、モバイルＰＣ、タブレットＰＣ、デスクトップパソコ
ンなどの端末機器であってよい。端末は、インターネットを介してサーバー２００と通信
を確立し、サーバーに無人航空機１００の制御命令を送信することにより無人航空機のス
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ケジューリングを実現できる。
【００７０】
　バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、さらに、制御命令に基づいて無人
航空機１００の身元特徴データを確定し、確定される無人航空機の身元特徴データに基づ
いて、通信サービスモジュール２１０を介して該制御命令を対応する無人航空機１００に
送信する。
【００７１】
　具体的には、バックエンドアプリケーションモジュール２２０は、端末から送信される
制御命令に基づいて無人航空機１００の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを確定し、無
人航空機１００の現在のＩＰアドレスに基づいて該制御命令を対応する無人航空機１００
に送信することにより、端末によって無人航空機のモニタリングおよびスケジューリング
を行うことを実現し、無人航空機に対する使用を大幅に便宜にする。
【００７２】
　図３に示すように、一実施形態によれば、無人航空機をスケジューリングするシステム
は、１つ以上の上述の無人航空機１００、インターネット１５０およびサーバー２００を
含む。インターネット１５０は、無人航空機１００およびサーバー２００のそれぞれと通
信し、無人航空機１００は、インターネット１５０を介してサーバー２００と通信を確立
する。
【００７３】
　上述の無人航空機をスケジューリングするシステムによれば、無人航空機とサーバーと
はインターネットを介して互いに通信している。すなわち、ネットワークが存在する場所
において、サーバーは、距離の制限を受けずに、それと通信する無人航空機をモニタリン
グおよびスケジューリングすることができ、対応するタスクを実行するように、大範囲に
おいて無人航空機をモニタリングおよびスケジューリングすることができる。
【００７４】
　図４に示すように、他の一実施形態によれば、無人航空機をスケジューリングするシス
テムは、1つ以上の上述の無人航空機１００、インターネット１５０およびサーバー２０
０を含むほか、さらに、基地局１２０、セルラーネットワーク１３０および端末１４０を
含む。
【００７５】
　具体的には、無人航空機１００は、基地局１２０を介してセルラーネットワーク１３０
と通信し、セルラーネットワーク１３０はインターネット１５０と通信する。サーバー２
００は、インターネット１５０を介してセルラーネットワーク１３０および無人航空機１
００と通信する。端末１４０は、インターネット１５０を介してサーバー２００と通信す
る。セルラーネットワーク１３０は、ＧＰＲＳ、３Ｇ、４Ｇ、５Ｇネットワークなどの移
動通信ネットワークであってよい。
【００７６】
　端末１４０は、サーバー２００に無人航空機１００の制御命令を送信し、サーバー２０
０は該制御命令を受信し、対応する無人航空機１００に該制御命令を送信する。無人航空
機１００は、該制御命令に対応するタスクを実行する。
【００７７】
　上述の無人航空機をスケジューリングするシステムによれば、サーバーは、距離制限を
受けずに、インターネットを介して対応するタスクを実行するように無人航空機をスケジ
ューリングすることにより、大範囲において無人航空機のモニタリングおよびスケジュー
リングすることができる。また、サーバーと無人航空機との間の双方向通信、すなわち端
末と無人航空機との間の双方向通信を確立し、端末によって無人航空機をモニタリングお
よびスケジューリングすることができ、無人航空機に対する使用を非常に便宜にすること
ができる。
【００７８】
　図５に示すように、一実施形態によれば、無人航空機をスケジューリングする方法であ
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って、無人航空機側から説明すれば、以下のステップを含む。
【００７９】
　（ステップＳ５１０）
　無人航空機の身元特徴データを取得し、身元特徴データをサーバーに送信する。
【００８０】
　具体的には、身元特徴データは、無人航空機の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを含
む。各無人航空機はそれぞれ独自の身元ＩＤを有し、該身元ＩＤは、サーバーが無人航空
機の身元を識別し、かつ該身元ＩＤに基づいてタスク命令を送信することを便宜にする。
無人航空機は、インターネットにアクセスした後、サーバーと通信する。無人航空機がイ
ンターネットにアクセス成功すると、ＩＰアドレスが無人航空機に割り当てられる。無人
航空機は、身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスをサーバーに送信する。
【００８１】
　（ステップＳ５２０）
　サーバーによって送信される身元特徴データと整合するタスク命令を受信する。
【００８２】
　具体的には、無人航空機は、サーバーから送信される無人航空機のＩＤと整合するタス
ク命令を受信する。該タスク命令は、サーバーが予め設定されるタスクデータテーブルに
基づいて生成される。サーバーは、無人航空機の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを受
信した後、予め設定されるタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し、該タス
ク命令を対応する無人航空機に送信する。タスクデータテーブルは、たとえば、表３に示
されるとおりである。
【００８３】
【表３】

【００８４】
　タスクデータテーブルには、身元ＩＤ、ウェイポイント、ウェイポイントタイプおよび
ウェイポイントデータを含むことができ、これらの間の関連付け関係を記録できる。
【００８５】
　身元ＩＤは、異なる無人航空機を表す。
【００８６】
　ウェイポイントは、たとえば、ウェイポイント１、ウェイポイント２、ウェイポイント
３などのようにシリアル番号で表すことができ、異なるウェイポイントは異なるシリアル
番号に対応する。
【００８７】
　ウェイポイントタイプは、離陸場所の地理的位置、着陸場所の地理的位置、通常のウェ
イポイントの地理的位置、実施場所の地理的位置などであってよい。異なる身元ＩＤに応
じて、異なるウェイポイントおよび対応するウェイポイントタイプを有してもよい。
【００８８】
　ウェイポイントデータは、該ウェイポイントにおいて無人航空機によって動作または実
行される具体的なデータである。ウェイポイントデータは、時間、ウェイポイントの緯度
および経度の座標、ウェイポイントの高度、ウェイポイントに向かって飛行する無人航空
機の動作パラメータおよび該ウェイポイントにおいて無人航空機によって実行しなければ
ならない動作などを含むことができる。異なるウェイポイントタイプに対応するウェイポ
イントデータは異なっており、異なるウェイポイントに対して１つ以上の異なるウェイポ
イントデータを有してもよい。ウェイポイントに向かって飛行する無人航空機の動作パラ
メータは、水平速度、登り速度および進行方向パラメータなどを含むことができる。進行
方向パラメータは、無人航空機が飛行する際の進行方向、たとえば、進行方向が北方向ま
たは進行方向がある緯度および経度の座標を指している。無人航空機が該ウェイポイント
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において実行すべき動作は、通過、ホバリング、周り見回し、関心点回りおよび周辺動作
を含むことができる。通過とは、無人航空機が該ウェイポイントに到着した直後、すぐに
次のウェイポイントに向かって飛行することをいう。ホバリングとは、無人航空機が該ウ
ェイポイントに停止することをいう。周り見回しとは、無人航空機が該ウェイポイントに
到着した後、周囲を見回す動作を行うことをいう。関心点は、緯度および経度の座標およ
び高度を含む地理的位置情報を表し、関心点回りとは、無人航空機が予め設定される動作
パラメータに従って該関心点を中心に回って飛行することができることをいう。周辺動作
は、無人航空機に搭載される装置に関連し、例えば、該ウェイポイントにおいて写真の撮
影、ビデオの録画、センサーデータの収集などを行う。
【００８９】
　サーバーは、無人航空機が通信モジュールによって送信される身元ＩＤおよび現在のＩ
Ｐアドレスを受信する。そして、該身元ＩＤに基づいて予め設定されるタスクデータテー
ブルを照会し、タスクデータテーブルにおける身元ＩＤと受信した身元ＩＤとが同じであ
る部分を見つけ出して、該身元ＩＤに対応するタスクデータテーブルに基づいてタスク命
令を生成する。タスク命令は、該タスクデータテーブルに基づいて取得される現在の無人
航空機が動作または実行すべき具体的なデータなどの情報を含む。サーバーは、無人航空
機の現在のＩＰアドレスに基づいて無人航空機へタスク命令を送信し、無人航空機によっ
て対応するタスクを実行する。
【００９０】
　（ステップ５３０）
　タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する。
【００９１】
　具体的には、無人航空機は、無人航空機に対応するタスクデータテーブルにおける予め
設定される各種の動作を含む、サーバーから送信されるタスク命令に対応するタスクを実
行する。例えば、無人航空機は、タスク命令に基づいて、飛行、中止、継続、終了、緊急
着陸、リターン、通過、ホバリング、周り見回し、関心点回り、写真の撮影、ビデオの録
画、センサーデータの収集などのタスクを実行することができ、さらには、タスク命令に
基づいてリアルタイムの姿勢および飛行速度などを調整することもできる。
【００９２】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、無人航空機は、取得した無人
航空機の身元特徴データをサーバーに送信し、サーバーは、予め設定される該無人航空機
と整合するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成する。サーバーが無人航空
機の身元特徴データに基づいて制御命令を送信するため、無人航空機をリアルタイムに制
御および指定して対応するタスクを実行するようにすることにより、大量の無人航空機に
対するスケジューリング、すなわち、無人航空機の大規模なスケジューリングを実現でき
る。
【００９３】
　一実施形態によれば、無人航空機の身元特徴データを取得し、該身元特徴データをサー
バーに送信した後、さらに、以下のステップを含む。
【００９４】
　（ステップＳ６１０）
　現在の飛行状態データを取得する。
【００９５】
　（ステップＳ６２０）
　現在の飛行状態データをサーバーに送信することにより、サーバーが現在の飛行状態に
対してリアルタイムにモニタリングするようにする。
【００９６】
　具体的には、現在の飛行状態データは、無人航空機のハードウェア状態データ、リアル
タイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータ
および自己診断データなどを含む。ハードウェア状態データとは、無人航空機の各構成部
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分の状態データを指し、バッテリ電圧、モータ速度、データ伝送の信号品質などを含む。
リアルタイム位置データは、無人航空機の現在位置の緯度および経度、高度、ＧＰＳ位置
決め精度、衛星数および無人航空機の現在位置のＵＴＣ時間（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｔｉｍｅ）などを含む。リアルタイム動作データは、無
人航空機の動作速度、登り／下降速度、進行方向などを含む。リアルタイムの姿勢データ
は、ピッチ角度とロール角度などを含む。センサーデータは、加速度計、ジャイロスコー
プ、温度計および超音波の測定データなどを含む。自己診断データとは、無人航空機が自
身のデータを検出した結果に応じて取得したデータであって、たとえば、バッテリが不足
しているか否か、センサーが過負荷しているか否か、リアルタイム動作データが正常範囲
内であるか否かなどである。無人航空機は取得した現在の飛行状態データをサーバーに送
信する。サーバーは、無人航空機の飛行状態データに基づいて該無人航空機をリアルタイ
ムにモニタリングし、現在の飛行状態データが異常であることを検出すると早期警報を無
人航空機に送信し、直ちに調整処理を行うことを便宜にする。
【００９７】
　（ステップＳ６３０）
　ハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアル
タイム姿勢データ、センサーデータが予め設定される正常なデータ範囲内にあるか否かを
検査し、正常なデータ範囲内にある場合にはステップＳ６４０を実行し、そうでない場合
にはステップＳ６５０を実行する。
【００９８】
　具体的には、無人航空機は、取得されるハードウェア状態データ、リアルタイム位置デ
ータ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータなどのデータ
を予め設定される各種のデータに対応する正常数値範囲と比較し、検出結果に基づいて自
己診断データを生成する。自己診断データは、バッテリが不足しているか否か、センサー
が過負荷しているか否か、リアルタイム動作データが正常範囲内にあるか否かなどを含む
。
【００９９】
　無人航空機がハードウェア状態データ、リアルタイム位置データ、リアルタイム動作デ
ータ、リアルタイム姿勢データおよびセンサーデータなどのデータが予め設定される正常
なデータ範囲内にないと判断した場合、飛行状態が異常であることをメッセージすること
により、調整および処理を便宜にする。自己診断データが異常である場合、たとえば、飛
行速度が速すぎるかピッチ角度が大きすぎるなどのような異常状態が比較的に小さい場合
、無人航空機は自ら動作パラメータを調整して正常にすることができる。一方、たとえば
、進行方向の間違いやセンシティブエリアへの侵入などのような異常な状態が比較的に大
きい場合には、サーバーがアップロードした自己診断データに基づいて対応する調整命令
、たとえば、飛行の停止、経路の変更、リターンなどの調整命令を出す。
【０１００】
　（ステップＳ６４０）
　飛行状態は正常である。
【０１０１】
　（ステップＳ６５０）
　飛行状況が異常であることをメッセージする。
【０１０２】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、取得される現在の飛行状態デ
ータをサーバーに送信することにより、サーバーが無人航空機に対してリアルタイムにモ
ニタリングを行うようにし、飛行状態が異常である場合、メッセージして調整を行うこと
ができ、異常状態を直ちに解決することが便宜になる。
【０１０３】
　他の一実施形態によれば、上述の無人航空機をスケジューリングする方法は、さらに、
以下のステップを含む。
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【０１０４】
　（ａ）無人航空機が正常の離陸状態である場合、離陸の操作を実行し、サーバーによっ
て送信されるタスク命令をリアルタイムに受信し、タスク命令に基づいて対応するタスク
を実行する。
【０１０５】
　具体的には、無人航空機が正常の離陸状態である場合、離陸の操作を実行し、サーバー
によって送信されるタスク命令をリアルタイムに受信する。サーバーは、予めタスクデー
タテーブルをプリロードしてもよく、実際のアプリケーション環境に応じてタスクデータ
テーブルを１つずつロードしたりまたはリアルタイムにタスクデータテーブルを更新した
りしてもよい。これら２つの方法は、無人航空機の実際の応用シーンおよびネットワーク
環境に応じて選択できる。通常、無人航空機によって実行されるタスクが決まったもので
あるか、またはネットワーク環境が良くない場合、サーバーは、プリロードの方法を利用
して、対応するタスクデータテーブルを一括に格納できる。次に、無人航空機と整合する
タスクデータテーブルに基づいて対応するタスク命令を生成し、無人航空機に送信する。
無人航空機は、タスク命令に基づいて対応するタスクを実行する。
【０１０６】
　一方、無人航空機のタスクが決まったものでない場合、サーバーは、タスクデータテー
ブルを１つずつロードする方法またはタスクデータテーブルをリアルタイムに更新する方
法を利用できる。例えば、無人航空機のタスクが地上にあるビーコンを追跡するものであ
る場合、該ビーコンがインターネットに接続された後にリアルタイムの位置データおよび
動作データをサーバーにフィードバックすることができる。サーバーは、リアルタイムの
位置データおよび動作データに基づいてタスクデータテーブルをリアルタイムに更新し、
かつリアルタイムのタスク命令を生成して対応する無人航空機に送信する。無人航空機は
タスク命令を受信すると該タスク命令に基づいてビーコンを追跡する。
【０１０７】
　（ｂ）無人航空機が異常離陸状態であると判断した場合、サーバーから送信される離陸
拒否命令を受信し、離陸拒否命令に基づいてユーザにメッセージする。
【０１０８】
　具体的には、無人航空機が異常離陸状態であると判断した場合、サーバーから送信され
る離陸拒否命令を受信し、ユーザにメッセージした後、正常な離陸状態になるように、手
動で調整を行うことができる。
【０１０９】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、サーバーは、タスクデータテ
ーブルをプリロードしたりまたはリアルタイムにロードすることができ、無人航空機のス
ケジューリングおよびモニタリングを便宜にするため、対応するタスクを実行するように
無人航空機のスケジューリングをより良くする。
【０１１０】
　図７に示すように、一実施形態によれば、無人航空機をスケジューリングする方法であ
って、サーバー側から説明すれば、以下のステップを含む。
【０１１１】
　（ステップＳ７１０）
　無人航空機によって送信される身元特徴データを受信する。
【０１１２】
　具体的には、身元特徴データは、無人航空機の身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを含
む。サーバーは、インターネットにアクセスした後、無人航空機と通信し、無人航空機に
よって送信される身元ＩＤおよび現在のＩＰアドレスを受信する。
【０１１３】
　（ステップＳ７２０）
　身元特徴データに基づいて無人航空機と整合するタスクデータテーブルを取得する。
【０１１４】
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　具体的には、サーバーは、受信した無人航空機の身元ＩＤに基づいて、予め設定される
タスクデータテーブルを照会し、タスクデータテーブルにおける身元ＩＤと受信した身元
ＩＤとが同じである部分を見つけ出す。
【０１１５】
　（ステップＳ７３０）
　タスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成する。
【０１１６】
　具体的には、サーバーは、身元ＩＤと整合するタスクデータテーブルに基づいてタスク
命令を生成する。タスク命令は、タスクデータテーブルに基づいて取得される現在の無人
航空機によって動作または実行すべき具体的なデータなどの情報を含む。
【０１１７】
　（ステップＳ７４０）
　タスク命令を無人航空機に送信する。
【０１１８】
　具体的には、サーバーは無人航空機の現在のＩＰアドレスに基づいてタスク命令を無人
航空機に送信し、無人航空機によって対応するタスクを実行する。
【０１１９】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、サーバーは、無人航空機によ
って送信される身元特徴データを受信し、予め設定される無人航空機と整合するタスクデ
ータテーブルに基づいてタスク命令を生成する。サーバーが無人航空機の身元特徴データ
に基づいて制御命令を送信するため、無人航空機をリアルタイムに制御指定および指定し
て対応するタスクを実行するようにすることができ、大量の無人航空機をスケジューリン
グすることにより、無人航空機の大規模なスケジューリングを実現できる。
【０１２０】
　図８に示すように、一実施形態によれば、無人航空機によって送信される身元特徴デー
タを受信した後、さらに、以下のステップを含む。
【０１２１】
　（ステップＳ８１０）
　無人航空機によって送信される現在の飛行状態データが受信し格納する。
【０１２２】
　具体的には、現在の飛行状態データは、無人航空機のハードウェア状態データ、リアル
タイム位置データ、リアルタイム動作データ、リアルタイム姿勢データ、センサーデータ
および自己診断データなどを含む。
【０１２３】
　（ステップＳ８２０）
　現在の飛行状態データに基づいて、無人航空機に対してリアルタイムにモニタリングす
る。
【０１２４】
　（ステップＳ８３０）
　現在の飛行状態データが異常であることを検出すると、無人航空機に早期警報を送信す
る。
【０１２５】
　具体的には、サーバーは、無人航空機の現在の飛行状況データに基づいて、無人航空機
に早期警報を送信できる。無人航空機は、一定の時間間隔毎にサーバーへ現在の飛行状態
データを送信する。該時間間隔は予め設定される時間間隔であってよく、たとえば、５ｓ
（秒）、１０ｓ、１ｍｉｎ（分）などで、現在の飛行状態データのリアルタイム性を保証
する。サーバーは、現在の飛行状態データに基づいて、無人航空機に対してモニタリング
および早期警報を行う。たとえば、無人航空機が進行方向を間違った場合やセンシティブ
エリアに進入した場合に、或いは異常離陸状態などである場合、無人航空機を直ちに調整
し、異常処理することを便宜にする。サーバーは無人航空機の現在の飛行状態データが異
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常であると検出すると、該無人航空機に対して、随時に中止、終了、リターンまたは緊急
着陸などの命令を出すことができる。
【０１２６】
　一実施形態によれば、図９に示すように、ステップＳ８３０は、具体的には、以下のス
テップを含む。
【０１２７】
　（ステップＳ９０２）
　無人航空機に整合するタスクデータテーブルに基づいてプリセット経路を生成する。
【０１２８】
　具体的には、無人航空機の身元ＩＤと整合するタスクデータテーブルにおけるウェイポ
イントデータに基づいて、プリセット経路を生成する。
【０１２９】
　（ステップＳ９０４）
　無人航空機のリアルタイムの位置データに基づいて、無人航空機とプリセット経路との
間の距離を計算する。
【０１３０】
　具体的には、サーバーは、無人航空機とプリセット経路との間の距離を計算する。
【０１３１】
　（ステップＳ９０６）
　距離が予め設定される閾値よりも大きい場合、無人航空機に早期警報を送信する。
【０１３２】
　具体的には、無人航空機が飛行ポイントｉにある場合、地理的セグメントＬ（ｉ、ｉ-
ｌ）を得ることができ、予め設定される閾値は２０メートル，３０メートルなどの値であ
ってよい。続いて、該地理的セグメントＬとプリセット経路との間の距離を計算し、また
は、飛行ポイントｉの座標を直接取得して、点から線までの距離の計算方法に基づいて無
人航空機とプリセット経路との間の距離を計算する。そして、距離が閾値より大きい場合
、無人航空機への早期警報を送信する。無人航空機が進行方向を間違った場合、サーバー
は自ら調整命令を出すことができ、または手動で対応する無人航空機に対して調整するこ
ともできる。
【０１３３】
　（ステップＳ９０８）
　予め設定されるセンシティブエリアを取得する。
【０１３４】
　具体的には、サーバーは、センシティブエリアデータベースを構築して予め設定される
センシティブエリアを格納してもよい。センシティブエリアには、空港、軍事ゾーンなど
が含まれる。
【０１３５】
　（ステップＳ９１０）
　無人航空機のリアルタイム位置がセンシティブエリア内に位置するか接近しているか否
かを判断し、そうである場合にはステップＳ９１２を実行し、そうでない場合には終了す
る。
【０１３６】
　具体的には、サーバーは、幾何数学における点と点との間の距離を計算するアルゴリズ
ム、点と線との間の距離を計算するアルゴリズムを利用でき、さらに地球の半径値などの
不変量に基づいて、無人航空機のリアルタイム位置とセンシティブエリアとの間の距離を
計算することができる。該距離値は、メートルを単位とすることができる。無人航空機と
センシティブエリアとの間の距離が予め設定される距離よりも小さい場合、無人航空機が
センシティブエリアに接近しているとみなすことができ、該予め設定される距離は１０メ
ートル、５メートルなどであってよい。無人航空機がセンシティブエリア内に位置するか
、または接近している場合、無人航空機に早期警報を送信する。サーバーは、さらに、無
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人航空機に一時タスク命令を送信することにより、元の飛行経路を変え、センシティブエ
リアから遠ざけるようにすることができる。例えば、無人航空機の元の飛行経路がＡ→Ｂ
であり、途中においてセンシティブエリアを通過する場合、一時的な中間点Ｃを追加して
、飛行経路をＡ→Ｃ→Ｂに変えることができ、センシティブエリアを避けることができる
。無人航空機がセンシティブエリア内に位置するか接近している場合、サーバー自ら調整
命令を出すことができ、または手動で対応する無人航空機調整することができる。
【０１３７】
　（ステップＳ９１２）
　無人航空機に対してセンシティブエリアの早期警報を送信する。
【０１３８】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、現在の飛行状態データに基づ
いて、無人航空機に対してモニタリングおよび早期警報を行う。無人航空機によって送信
される現在の飛行状態データが異常である場合、無人航空機に対して早期警報を行い、無
人航空機に対して直ちに調整および異常処理を行うことを便宜にする。
【０１３９】
　図１０に示すように、一実施形態によれば、上述の無人航空機をスケジューリングする
方法は、さらに、以下のステップを含む。
【０１４０】
　（ステップＳ１００２）
　無人航空機が異常離陸状態にあるか否かを判断し、異常離陸状態にあると判断する場合
にはステップＳ１００６を実行し、そうでなければステップＳ１００４を実行する。
【０１４１】
　具体的には、異常離陸状態は、次のいくつかの場合のうちの一つまたは複数を含む。
　（１）タスクデータテーブルに基づいて、該無人航空機がタスク実行状態でないことと
判断した場合である。すなわち、タスクデータテーブルには、該無人航空機に対応するデ
ータが存在しない。
　（２）無人航空機の現在の位置データに基づいて計算し、無人航空機が離陸エリアにな
いことと判断した場合である。タスクデータテーブルにおける該無人航空機に対応するウ
ェイポイントタイプが離陸場所の地理的位置の緯度および経度の情報に基づいて、無人航
空機の現在の位置データと該離陸場所との間の距離を計算する。該距離が予め設定される
範囲よりも小さい場合には、無人航空機が離陸エリア内にあることを示し、そうでなけれ
ば、無人航空機は離陸エリアにないことを示す。予め設定される範囲は、５メートル、３
メートルなどである。
　（３）無人航空機の現在の位置データに基づいて計算し、無人航空機がセンシティブエ
リア内に位置すると判断した場合である。
　（４）無人航空機の自己診断データが異常であると判断した場合である。たとえば、異
常の動作電圧、異常の温度などが判断された場合である。
【０１４２】
　（ステップＳ１００４）
　無人航空機と整合するタスクデータテーブルに基づいてタスク命令を生成し、無人航空
機に送信する。
【０１４３】
　具体的には、サーバーは、タスクデータテーブルをプリロードしてもよく、実際のアプ
リケーションに応じてタスクデータテーブルを１つずつロードしたりまたはリアルタイム
にタスクデータテーブルを更新したりしてもよい。これら２つの方法は、無人航空機の実
際の応用シーンおよびネットワーク環境に応じて選択できる。
【０１４４】
　（ステップＳ１００６）
　無人航空機に対して離陸拒否命令を送信する。
【０１４５】
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　具体的には、サーバーは、無人航空機が異常離陸状態である場合、離陸拒否命令を無人
航空機に送信し、無人航空機の調整を便宜にする。
【０１４６】
　上述の無人航空機をスケジューリングするによれば、サーバーは、無人航空機が異常離
陸状態であるか否か判断でき、無人航空機の状態の判断および調整を容易にする。サーバ
ーは、タスクデータテーブルをプリロードしたりまたはタスクデータテーブルをリアルタ
イムにロードしたりすることができ、無人航空機をスケジューリングしてタスクを実行す
ることをよりよくする。予め設定されるタスクデータテーブルを利用することにより無人
航空機をスケジューリングすれば、無人航空機群のスケジューリングの効率を向上させる
ことができる。
【０１４７】
　図１１に示すように、一実施形態によれば、上述の無人航空機をスケジューリングする
方法は、さらに、以下のステップを含む。
【０１４８】
　（ステップＳ１１０２）
　無人航空機から送信される現在のＩＰアドレスを受信する。
【０１４９】
　具体的には、無人航空機の飛行中において、無人航空機の現在のＩＰアドレスは基地局
の切り替え時に変更されることがあるため、無人航空機は現在のＩＰアドレスをリアルタ
イムに取得し、該現在のＩＰアドレスをサーバーに送信する必要がある。
【０１５０】
　（ステップＳ１１０４）
　無人航空機の身元ＩＤに基づいて予め設定される通信アドレステーブルから無人航空機
の前回（直前）のＩＰアドレスを取得する。
【０１５１】
　通信アドレステーブルには、無人航空機の身元ＩＤと現在のＩＰアドレスとの間の関連
付け関係が記録されている。通信アドレステーブルは、例えば表４に示されるとおりであ
る。
【０１５２】
【表４】

【０１５３】
　（ステップＳ１１０６）
　現在のＩＰアドレスと前回のＩＰアドレスとが同じであるか否かを判断し、同じであれ
ばステップＳ１１０２を実行し、同じでなければステップＳ１１０８を実行する。
【０１５４】
　具体的には、サーバーは、無人航空機によって送信される現在のＩＰアドレスと通信ア
ドレステーブルにおけるその身元ＩＤに対応するＩＰアドレスとが異なるであると検出す
る場合、通信アドレステーブルを更新する。サーバーは、無人航空機の現在のＩＰアドレ
スに基づいてタスク命令を送信することにより、指定される無人航空機が対応するタスク
を実行するように制御する。
【０１５５】
　（ステップＳ１１０８）
　通信アドレステーブルを更新する。
【０１５６】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、無人航空機の身元ＩＤと現在
のＩＰアドレスとの間の関連付け関係を確立し、現在のＩＰアドレスを直ちに更新するこ
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とにより、タスク命令を直ちにかつ正確に対応する無人航空機に送信することを保証でき
、無人航空機の大規模なスケジューリングを便宜にできる。
【０１５７】
　一実施形態によれば、上述の無人航空機をスケジューリングする方法は、さらに、以下
のステップを含む。
【０１５８】
　（１）端末から送信される無人航空機の制御命令を受信する。
【０１５９】
　具体的には、端末は、携帯電話、モバイルＰＣ、タブレットＰＣ、デスクトップコンピ
ュータなどの端末機器であってよい。端末は、インターネットを介してサーバーと通信し
、サーバーに無人航空機の制御命令を送信することにより無人航空機のスケジューリング
を実現できる。
【０１６０】
　（２）制御命令に基づいて無人航空機の身元特徴データを確定する。
【０１６１】
　（３）確定される無人航空機の身元特徴データに基づいて、該制御命令を対応する無人
航空機に送信する。
【０１６２】
　具体的には、サーバーは、端末から送信される制御命令に基づいて無人航空機の身元Ｉ
Ｄおよび現在のＩＰアドレスを確定し、無人航空機の現在のＩＰアドレスに基づいて該制
御命令を対応する無人航空機に送信する。
【０１６３】
　上述の無人航空機をスケジューリングする方法によれば、サーバーは、端末から送信さ
れる制御命令を対応する無人航空機に送信することにより、端末によって無人航空機のモ
ニタリングおよびスケジューリングを実現し、無人航空機に対する使用を大幅に便宜にす
る。
【０１６４】
　以上説明された実施形態は、本発明に係るいくつかの実施形態にすぎず、本発明の保護
範囲を限定するものではない。いわゆる当業者は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲
内において、上述の実施形態を変更したり改良したりすることができるが、これらも本発
明の保護範囲であることに注意されたい。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲により定
められる。



(27) JP 2018-503194 A 2018.2.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(28) JP 2018-503194 A 2018.2.1

【図９】 【図１０】

【図１１】



(29) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40

【国際調査報告】



(30) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40



(31) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40



(32) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

30

40



(33) JP 2018-503194 A 2018.2.1

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０５Ｄ   1/10     (2006.01)           Ｇ０５Ｄ    1/10     　　　　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  管　武烈
            中華人民共和国，５１００００，広東省広州市天河区高唐軟件園思成路１号３Ａ０１号
(72)発明者  陳　家翔
            中華人民共和国，５１００００，広東省広州市天河区高唐軟件園思成路１号３Ａ０１号
(72)発明者  黄　耀霖
            中華人民共和国，５１００００，広東省広州市天河区高唐軟件園思成路１号３Ａ０１号
Ｆターム(参考) 2F129 AA11  BB03  BB05  BB21  BB22  BB26  EE54  EE65  EE67  EE80 
　　　　 　　        EE94  FF02  FF07  FF11  FF15  FF20  FF32  FF57  FF62  FF64 
　　　　 　　        FF71  FF73  FF75  GG17 
　　　　 　　  5H181 AA26  BB04  BB05  BB18  CC04  CC11  CC12  FF04  FF10  FF13 
　　　　 　　        MC19 
　　　　 　　  5H301 AA06  BB10  CC04  CC07  CC10  DD07  DD15  GG07  GG10  GG17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

