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要  旨 

次世代型ドローンの行動計画において, 知能化は極めて重要な課題である, 特に複数のドローンによる群行動を考えると

き, 自律性が群全体に与える影響は小さくない. 本研究では, ドローンのハードウェアによる依存を最小化し, 次世代型の

センサー, アクチュエータ, 処理機構を搭載したことを考慮したシミュレータを構築する. そのために, ある空間における

群行動を実装するための自律行動形成理論の構築を目指し, その有効性を示す.  

1. 緒言

 民生用ドローンの登場は産業分野を中心に大きな衝撃を

与え, 様々な分野での応用を試みた研究が続けられている.

特にハードウェアの分野では, 登場から数年で既に障害物

を避けるといったことや最適な経路設定を行うことができ

るといった自律的な振舞いを行うことが出来るようになっ

た. このようなハードウェアの進化に呼応するように, ソ

フトウェアの面による振舞いの獲得も重要性が増してい

る. ソフトウェアにおける自律性獲得へのキーワードは知

能化である. 特に, 知能を持った複数のドローンによる群

行動はそのドローンによって群全体の振舞いに大きな影響

を及ぼす. 本研究では, ドローンの群行動による振舞いに

ついて研究・考察する.  

2. 自律性と協調性

ドローンの群行動を想定するとき, 個々のドローンによ

る自律的な振る舞いはその集団に大きな影響を与える. こ

うした系を考慮するとき, 適切な知的制御を行う仕組みが

必要とされている. 代表的な手法として貪欲に振舞うよう

な方法論がある. しかし, 全ての環境において有効な手段

と考えるのは困難である. 例えば, 狭い通路を通ることで

目的地に到達するような通り抜け問題を考えるとき, 互い

に貪欲な振舞いを行うと, 通路に集中して学習が止まって

しまうデッドロック現象を誘発する可能性が高くなる. こ

のような現象を回避するためには, 利己的な振舞いを抑制

し, より利他的な振舞いが必要と思われる. しかし, ドロ

ーンによる群行動を生成する方法論は未だ不十分な段階と

言える. 本研究では, こうした方法論への提案として, 

Boids理論と学習理論を組合せた方法論を提案し, 議論す

る.  

3. 実装と方法

 Boids理論は, レイノルズが提案した分散行動モデルの

一つで, 主に鳥や魚などの群れを制御するための方法とし

て活用されている. この理論の特徴は, 基本的な 3つのル

ールによって群れを制御している点である. 具体的には, 

他のエージェントと近すぎたら離れようとする分離のルー

ル, 他のエージェントと同じ方向に進もうとする並列のル

ール, 他のエージェントと離れすぎていたら近づこうとす

る結合のルールという 3つのルールを持って表現する. こ

れらのルールを表した図を Fig.1 に示す.  

Fig.1 Basic rule of Boids 

 ルールに基づいて計算する場合, 集団の重心を計算して

進める方法が考えられる, その他の方法に自身の認識でき

る範囲に存在する集団の重心を求めて決定する方法もある. 

本論文では, 前者の集団の重心を求める方法とする. これ

らのルールを用いて方向, 速度を決定したら, 現在の速度

と各ルールで求めた力を加算し, 方向と速度を加算するこ

とで次の行動を決定する. その他に追加したいルールがあ

る場合は下記の式に追加したルールの結果を加えることで

表現できる. p.vはそのエージェントの速度を表す. 式(1)に

よって計算される. 

p. v = p. v + rule1 + rule2 + rule3 + ⋯ +  rule n   (1) 

 本研究では追加するルールとして, 障害物を避けるルー

ル 4 と学習を行うシステムをルール 5 として設定した. ル

ール 4 では, 障害物を感知した際に, 衝突した際の速度を

算出して, 障害物の判定がなくなるまで距離を離す. 具体

的には, ドローンと障害物 objは常にその距離 Distanceを

算出しつづける . 距離 Distance を求める式は , 障害物

obj(𝑥, 𝑦)とドローンの位置agent(𝑥, 𝑦)と絶対値を取ること

で算出する. 

Distance = | (𝑜𝑏𝑗. 𝑥 − 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡. 𝑥) + (𝑜𝑏𝑗. 𝑦 − 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡. 𝑦) | (2) 

次に離れるべき距離は, 以下の式で算出する. 

len =  1 √(𝑜𝑏𝑗. 𝑥 − 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡. 𝑥)2 + (𝑜𝑏𝑗. 𝑦 − 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡. 𝑦)2⁄   (3) 

これらの式により, ドローンが障害物を感知した際, 離
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れるべき距離を計算しつつ, 集団を維持するような振舞い

を実現する. 

ルール 5 では, 学習に関するルールを実装しており, 実

装する学習方法として TD学習による方法を試みた. TD学

習は状態価値による強化学習の代表的な方法である. 設定

されている方策は最も高い状態を選択して優先的に移動す

る, ある種のグリーディ的な方策とする. まず全てのドロ

ーン Nの位置 ptjを算出する. 計算式は以下の通りである. 

                         ptj =  ∑ 𝑝𝑡𝑗 + 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 . 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑁
𝑖=1           (4) 

式(4)は分離のルールにも用いられている式である. この

式で求めた値 ptj に自身が将来移動する位置を加算する. 

将来移動する位置を求める方法は, 現在の位置に方策に従

って決定し, 現在の位置の周囲 8 近傍の座標を求めること

で実現する. こうして求められた周囲近傍の座標と全ドロ

ーンの位置 ptj をドローン数 N-1 で割ることで, 将来移動

する位置を含めた値を決定する. 

値が決定したら, 状態価値関数と呼ばれる学習率αと割

引率γを組み合わせて構成された関数を更新していく. 計

算式は以下のようである. 

V(𝑠) ← 𝑉(𝑠) + 𝛼[𝑟 + 𝛾𝑉(𝑠 ,) − 𝑉(𝑠)]          (5) 

 式(5)で状態価値関数を更新し, 次の状態へと移行する. 

この学習方法の重要な点は, 将来移動する位置を計算に入

れているが, 必ずしもその通りに移動するとは限らない点

である. これは, Boidsのルールにより集団を維持するため

の計算も行うためである. 以下では, 実際に実装したシミ

ュレータの解説と実験を述べる.  

 

4. 実験 

 上述の方法を Java 言語により実装し, 実際にシミュレ

ータを開発した. 開発したシミュレータは Fig.2 の通りで

ある. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Developed Simulator 

 

ステップ数は 100000, ドローン数は 500 台を描画して

実験を行った. Fig.3は中心に存在する円形障害物によって

分断される様子を中心に実験の推移を示している. これは, 

中央の障害物を挟むことで, その後の群れの行動に大きな

影響を与えるためである. まず, 左上は初期生成の段階で, 

この地点から学習を行う. 右上の図は, 初期生成から下に

移動し, 壁と衝突したことで反射し右上に移動しようとし

ている様子である. 右中央の様子はその後反射した際に再

び中央の障害物と接触したことを表す. 左中央では, 何度

か同様の動きをした後に左上に移動し, 中央障害物に接触

したときの様子である. その後, 一回目の目的地への到達

を表したのが左下の図である. 右下の図はその反射で元の

初期生成の位置へと戻った様子である. このようなサイク

ルが 100000ステップを通して行われた. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Experience Situation 

 

5. 考察 

 Boids 理論と学習を組み合わせ, 自律性と協調性の両立

を目指した試みは実現できたが, 学習の効果が明確ではな

い. 100000 ステップ行ったが, いずれも目的地周辺の状態

価値が更新されるに至ったのみで, 初期生成位置から目的

地までの経路を求めることが出来なかった. 方策の改良や

学習方法を変えるなどの試みが必要と思われる. しかし, 

Boids による協調的なルールとグリーディ的な学習を両立

させたことにより, 集団を維持しつつ学習を行うという目

的は小さいながらも成功したと考えられる. 

 

6. 結言 

 今後の自律性の獲得と協調性は, 特に個の自律性が集団

へ大きな影響を与える群行動では, 個の利己的な振舞いを

ある程度抑制し, 利他的な振舞いを考慮させることは今後

の大きな課題である. 本研究では, そのための方法論を提

案した. 
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