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1. はじめに
1.1 火山大国 日本
2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の東日

本大震災は，それに伴って発生した津波により，主に東
北地方の東側沿岸を中心に，未曾有の被害をもたらした．
現在，東北地方の地震活動は収束の方向に向かっている
ように見えるが，引き続き，関東や南海トラフにおいて
は，海洋プレートの沈み込みによる地震のエネルギーが
蓄積されていると言われており，日本は，引き続き，大
地震に対する備えが必要である．
一方，日本には 110もの活火山が存在する．東日本大

震災と類似点が多いと指摘されている 869年の貞観地
震では，その地震の前後に，富士山や鳥海山において大
噴火が発生した．このような，大地震と火山異常との間
の因果関係については，数多くの研究報告が行われてい
る [1]．さらに，西之島の噴火，口永良部島の噴火，御嶽
山の噴火など，日本国内の活火山の活動も，近年活発化
しているように見える．以上より，近い将来，日本国内
において，新たに大規模な火山噴火が発生する可能性も
小さくない．

1.2 火山災害の分類
火山噴火が発生した際に，大きな災害を引き起こす要

因になると懸念されるものとして，噴石・降灰，火砕流，
火山泥流，土石流等がある（第 1 図）．2014年 9月に発
生した御嶽山の噴火では，噴石・降灰により，火口周辺
の登山客 57名が犠牲となった．また，火砕流は，高温の
溶岩の破片や火山灰とガスの混合物が，雪崩のように一
丸となって山体斜面を高速で流下する現象（速いもので
時速約 180 km）で，1991年 6月 3日の雲仙普賢岳の大
火砕流では，熱風（火砕サージ）により，43名が死亡し
た．一方，土石流は，火山岩塊や火山灰が降り積もった
斜面に雨が降り，火山灰や火山岩塊を押し流して下流に
大きな被害をもたらす．例えば，島原市は，雲仙普賢岳
の噴火において，土石流による大きな被害を被った [2]．
また，積雪時の火山噴火では，火山噴火による融雪が土
砂と共に流れる融雪型火山泥流による被害も懸念される．
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第 1 図 火山災害の例

1.3 火山災害の発生予測の問題点
前節に示した火山災害による人的被害を食い止めるた

めには，災害の発生予測が非常に重要となるが，火山噴
火や火砕流の発生時期や規模を予測することは非常に困
難と言われている．これに対し，土石流予測については，
火山灰の堆積状況や火山灰の粒径，融雪型火山泥流予測
については，積雪量を計測することで，その発生規模を
予想することが可能となる．しかしながら，火山噴火が
発生すると，火口周辺は立入制限区域に設定され，人が
立ち入ることができなくなる．そのため，これまで，精
度の高い土石流の規模の予測に必要な火山灰の厚さや粒
径などの情報を得ることができなかった．現在，人の代
わりに立入制限区域内に侵入し，火山灰の堆積状況や粒
径に関する情報を取得する探査ロボットの実現が期待さ
れている．

1.4 本稿の目的
以上の背景の下，筆者は，(株)エンルート，国際航業

(株)と共に，国土交通省と連携し，立入制限区域内の調
査を実現するロボットシステムの研究開発を進めてきた．
特に，平成 26年度より，NEDO（新エネルギー・産業
技術総合開発機構）からの委託研究を受け，「土石流予測
を実現するために人の代わりに立入制限区域内に侵入し
て情報を収集する火山調査ロボット」の研究開発を共同
で進めている．また，この委託研究と並行して，平成 26

年 12月 8日～9日にかけて桜島にて実施された，国土交
通省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進」
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第 2 図 有珠山噴火時に投入された無人ヘリコプタ ([3]より
抜粋)

の災害調査現場検証の中では，飛行ロボットを用いた火
山調査試験を実施した．本稿では，実環境での作業を実
現するロボットシステムの一例として，この現場検証で
利用した火山調査ロボットについて紹介する．

2. 土石流予測のアプローチ
2.1 土石流予測に必要な情報
前章で述べた通り，土石流予測の精度向上のためには，

立入制限区域内における火山灰の堆積状況とその粒径に
関する情報を取得する必要がある．
最も単純な火山灰の堆積状況の測定方法は，「目印がど

のくらい灰に埋もれたかを見る」ことである．例えば，
以前撮影された目印がある場所にカメラを持ち込むこと
ができれば，火山灰の堆積量を知ることができる．目印
となるものは，できれば目盛の入ったポールが望ましい
が，大きな木や岩などの自然地形でも，堆積状況の推定
は可能である．また，立入制限区域内の三次元の地形情
報を取得することができ，噴火前のその場所の三次元地
形情報と比較できれば，定量的な堆積状況を広範囲にわ
たって推定できる．さらに，立入制限区域内の火山灰を
少量でも取得することができれば，その性質を分析する
ことで「土石流の発生のしやすさ」を予測することが可
能となる．また，これらの情報を火山研究者とも共有す
ることで，噴火の成因や今後の活動予測につながる情報
の取得も可能となると考えられる．これらのことから，
人の代わりに立ち入り制限区域内に侵入して写真の撮影
を行ったり，少量でも火山灰を取得することが可能なロ
ボットシステムが実現できれば，土石流災害の予測精度
等を大きく向上させることが可能となる．

2.2 電動マルチロータ機の利用
以上に示した予測を実現するには，立入制限区域内に

「何か」を持ち込む必要がある．そこで，検討の初期段
階で，農薬散布に用いられる無人ヘリコプタが候補とし
て挙げられた．このヘリコプタの筐体は，ガソリンエン
ジンを搭載しているため，ペイロードが比較的大きい．

第 3 図 標高が異なる地点におけるプロペラの推力比較（赤
色は標高 470m地点，緑色は標高 1，440m地点で
測定した推力）

2000年の北海道有珠山の噴火の際には，このヘリコプタ
にGPSとビデオカメラを搭載し，立入制限及び飛行制
限区域となっていた噴火口周辺の地形や地質状況の観察
に利用された（第 2図参照）[7]．この無人ヘリコプタは，
近年では，新燃岳の噴火の際にも活用され [4]，現在も立
入制限区域内の調査機器として，非常に有用なツールで
ある．しかしながら，この無人ヘリコプタには，高地に
適用する際，2つの問題点が存在する．
一つ目が，大気密度の低下によって生ずるプロペラの

推力低下である．回転翼の推力は，動圧と推力係数に
よって決まり，動圧は，回転翼の回転速度の二乗と大気
密度に比例する．つまり，同じ回転速度であっても，標
高が高くなるにしたがって，動圧が低下するため，推力
は小さくなる．これを確認するため，筆者らは，フィー
ルドでのプロペラ推力測定試験を実施した．その結果，
標高差が 1,000mある 2地点での推力低下は，約 20%程
度あることが分かった [6]．ただし，この問題は，プロペ
ラの回転数を上げ，推力を上げることで対応可能である．
もう一つの問題が，空気供給の問題である．この無人

ヘリコプタはガソリンエンジンを利用するため，空気供
給を行う必要がある．しかしながら，高地では，空気密
度が低下するため，燃焼に必要となる十分な空気を供給
できなくなり，推力が低下する．そのため，1,500m 以
上の高地での利用が不可能であると言われているが，例
えば，浅間山の山頂は，2,568mである．したがって，こ
のような環境には，ガソリンエンジンでで動作するヘリ
コプタを適用することができない．
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第 4 図 飛行ロボットの概観

そこで，筆者らは，火山の立入禁止区域内の調査を行
うツールとして，空気供給の問題が存在しない電動モー
タを用いたマルチロータ機を利用することとした．浅間
山での 2013年，2014年に実施したフィールド試験では，
2,000mを超える高地でのフライトを実施し，電動モー
タを用いた機体の有用性を確認することができた [5]．

3. 開発中の火山調査用飛行ロボット

第 1章で述べた通り，筆者らは，平成 26年 12月 8日
～9日にかけて，桜島にて実施された国土交通省「次世
代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進」の災害調
査現場検証の中で，飛行ロボットを用いた火山調査試験
を実施した．以下に，現場検証で実施したタスクと，そ
こで利用したロボットシステムについて紹介する．

3.1 飛行ロボットによる地形情報の収集
まず始めに，立入制限区域内の環境を視覚的に観察す

ることを目的とした，複数枚のプロペラを持つヘリコプ
ター形のマルチロータ機による地形情報の収集につぃて
ついて紹介する．この飛行ロボットは，GPSから得られ
る位置情報を用いて，決められた経路を自律的に飛行す
ることが可能である．飛行ロボットのコントローラなら
びに飛行経路指定等のソフトウエアには，オープンソー
スの APM Autopilot Suite[8] を利用している．また，
ロボットには，高解像度カメラが搭載されており，カメ
ラの向きを制御することで，ターゲットとなる画像情報
を取得することが可能である．
平成 26年 12月現在の，最新の飛行ロボットの概観を

第 4図に示す．この飛行ロボットは，エンルート社製の
ZionQC730という機体で，490Whのリチウムポリマー
電池ならびに，18インチプロペラを 4枚搭載している．
桜島において実施された火山調査現場検証において，

この飛行ロボットは，桜島黒神川の立入制限区域に近い
場所から，予め指定した経路に沿って桜島昭和火口上空
まで飛行し，離陸地点まで帰還した．昭和火口上空への
フライトは合計 3回行ったが，火山灰の影響を考え，噴
煙が上がっている際のフライトについては，火口の直上

第 5 図 桜島昭和火口

ではなく，風上に向かうフライトを設定した．また，噴
煙が上がっていないタイミングで実行したフライトでは，
火口のほぼ直上まで到達し，桜島昭和火口内部の詳細画
像を世界で始めて取得することができた．このときに，
飛行ロボットが取得した桜島昭和火口の写真を図 5に示
す．いずれのフライトにおいても，飛行ロボットは，4k

画像を取得して，帰還することができた．
なお，この火口までは，並進距離が 3.7km，標高差

1.2kmであるが，一回のフライトにおける飛行距離は，
8,000m，飛行速度は 10m/sで，飛行時間は約 20分で
あった．また，地表の風速が 5m程度のときのフライト
において，バッテリの残量がおよそ 56%であった．また，
飛行中，画像の無線伝送試験を実施した．1.2GHz帯の
X-Link通信により，飛行中の全ての地点において，解
像度は低いが，飛行ロボットが取得した映像をリアルタ
イムに確認することができた．
以上に示した通り，現在，筆者らが有する飛行ロボッ

トにより，立入制限区域内における高解像度の画像を取
得することが可能である．したがって，例えば，浅間山
で噴火警戒レベル 3の際に，半径 4kmに設定される立入
制限区域内の調査を行うことが可能となると期待できる．

3.2 飛行ロボットによる三次元地形情報の収集
第 1章で述べた通り，定量的な火山灰の堆積状況を広

範囲にわたって推定するためには，立入制限区域内の三
次元の地形情報を取得できることが望ましい．そこで，
筆者らは，立入制限区域内の三次元環境を取得するため，
複数のスナップショット写真から 3Dオブジェクトを復
元する手法を利用し，三次元地形情報を取得することと
した．
具体的な手順は，以下の通りである．まず，対象とな

る立入制限区域内の上空をくまなく飛行するため，APM

Autopilot Suiteに内包されている，飛行経路指定等の
ソフトウエア（ミッションプランナ）を利用して経路を
作成する．ただし，取得する環境の解像度は，搭載した
カメラの性能と飛行高度に大きく依存するため，カメラ
の画角と解像度より，飛行高度を地上 150mに設定した．
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第 6 図 ミッションプランナによる経路指定の様子（桜島の
立入制限区域における探査経路指定）

第 7 図 桜島 黒神川の砂防堰堤付近の三次元地形情報

第 6図は，桜島の立入制限区域における三次元地形情報
取得を目的とした，飛行ロボットの飛行経路を入力した
ものである．
作成した飛行経路を飛行ロボットに転送し，下向きの

カメラを搭載した飛行ロボットをこの経路に沿って飛行
させ，何百枚もの航空写真を撮影する．飛行ロボットが帰
還後，取得した大量の航空写真に対して，各写真におけ
る地表面の特徴点を抽出し，各特徴点の位置とカメラ座
標を同時に推定する「Structure From Motion（SFM）」
という手法を用いて三次元地形情報を取得する [11]．す
でに，この種の手法を用いた商用のソフトウエアは市場
に出回っており，筆者らは，このうちPix4Dmapperな
らびに，PhotoScanという 2種類のソフトウエアを利用
している．
上記のシステムを実証するため，桜島において実施さ

れた火山調査現場検証において，第 6図に示した飛行経
路（2種類：2回のフライトで実施）に沿って飛行し，写
真撮影を行った．これらの写真に対して処理を行い，高
精細な三次元地形地情報を取得するためには，比較的高
速なコンピュータを用いても十数時間要するが，選別し
た 30枚程度の画像情報を利用することで，1～2時間程
度で，Quick Viewを生成することができる．第 7図は，
飛行ロボットを用いて取得した 30枚程度の航空写真か

第 8 図 土砂サンプリングデバイスの概観

ら生成した，黒神川の砂防堰堤付近のQuick Viewの三
次元地形情報である．また，10数時間後には，全ての写
真を用いた，高精細な三次元地形地情報を獲得すること
に成功した．
以上に示した通り，現在，筆者らが有する飛行ロボッ

トにより，立入制限区域内における三次元地形情報を獲
得することが可能である．この三次元地形情報を利用す
ることで，降灰量が測定可能となることが期待できる．

3.3 火山噴出物の採取
立入制限区域内の火山灰を取得することができれば，

その透水性を把握することで「土石流の発生のしやすさ」
を予測することが可能となる．そこで，筆者らは，飛行
ロボットに吊り下げるタイプの土砂サンプリングデバイ
スの研究開発を進めてきた．
現在，開発を進めている土砂サンプリングデバイス

は，隣り合った二つのローラーを，モータを使ってそれ
ぞれ内側に回転させることで土砂をデバイス内に巻き
込む方式である．デバイスの概観を第 8図に示す．デバ
イスのサイズは，180× 190× 130mmであり，重量は
830gである．これにより，ペイロードが 1.5kg程度の飛
行ロボットによって運搬することが可能である．モータ
の回転は，ベルト・プーリによってローラーに伝えられ，
ローラーが回転する．これにより，第 9図に示すとおり，
ローラが地面を崩し，それを巻込むことで，採取を行う．
ローラーの軸間距離は，平行リンクにより，ローラー間
に入ってきた土砂のサイズに応じて，変化させることが
できる．この機構により，細かい粒子から最大で 6cm程
度までの火山噴出物が取得可能である．ローラーの動作
は，デバイスが地面に着地すると同時に開始され，10秒
ほどで 50g程度の砂または，30g程度の砂利を取得する
ことが可能である．また，デバイスは低重心であり，静
的には，30度の斜度でも転倒しないことを，屋内実験で
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第 9 図 土砂サンプリングデバイスによる土砂回収方法

確認した．
上記のデバイスは，飛行ロボットの下部に 10m程度の

ケーブルで吊され，飛行ロボットにより運搬される．飛行
ロボットは，GPS情報を元にしたWaypoint Navigation

により，立入制限区域内の目標地点の上空まで飛行し，
そこから地上高 10m付近まで降下して，デバイスを着地
させる．デバイスが土砂を取得後，再び上昇し，決めら
れた経路を自律的に飛行して帰還することが可能である．
上記のデバイスを飛行ロボットから吊り下げて土砂を

採取するフィールド試験を，2014年9月 長野県の小浅間
山，2014年 11月 6日 伊豆大島の裏砂漠ならびに，2014

年 12月 5日 鹿児島桜島の黒神川にて実施した．いずれ
の環境においても，遠隔地より，土砂サンプリングを実
施することができた．ただし，鹿児島桜島の黒神川にお
ける試験では，土砂サンプリングデバイスが転倒し，サ
ンプリングに失敗する状況も発生した．

3.4 Lessons Learned

桜島にて行った火山災害調査の現場検証により，現在
開発中の筆者らの飛行ロボットは，火山災害時の調査に
利用可能であることが分かった．また，この試験を実施
する過程で，以下に示す知見や課題（Lessons Learned）
を獲得した．

飛行ロボットによる地形情報の収集

ここでの最大の収穫は，現状の飛行ロボットで，一般
的な立入制限区域内における高解像度の画像を取得する
ことが可能であることを実証できたという点である．今
回のフライトは，最高高度は 1,200m程度であったが，
2014年 9月の浅間山でのフィールド試験においては，標
高 2000 m での運用実績もあるため，電動モータを利用
した飛行ロボットが火山フィールドで広く利用可能であ
ることを示すことができた．
また，長距離無線通信が重要である点も再確認した．

今回は，飛行ロボットのテレメトリ（ロボットの内部情
報）については，2.4GHzの通信で伝送したが，2.0km

程度のところで情報が途切れた．この距離では，離着陸
場より，目視で飛行ロボットを確認することができない
ため，飛行ロボットに問題が生じたかどうかを確認する
ことができない．一方，画像情報は，1.2GHzの通信で
伝送したが，どの区間においても，画像情報を確認する
ことができ，飛行ロボットに問題が生じていないことを

確認することができた．さらに，飛行ロボットに搭載し
たカメラのジンバルは，オペレータのプロポでも操作す
ることができる．今回の試験では，3.7km先より，ごく
希にプロポからのカメラ姿勢の変更命令が通ったため，
飛行ロボットが火口上空に到達した際に，カメラの視線
コントロールを行うことができた．この間の通信につい
ては，もともと期待していなかったが，火山災害におけ
る遠隔からのカメラコントロールは非常に重要であるた
め，今後，飛行ロボットとオペレータ間の双方向通信を
強化する必要がある．さらに，この場合，マンマシンイ
ンタフェースが重要となると考えられる．

飛行ロボットによる三次元地形の収集

ここでの収穫も，現状の飛行ロボットで，一般的な立
入制限区域内における三次元地形を生成することが可能
であることを実証できたという点である．これにより，
災害時に，火山噴出物によって，環境がどのように変化
したかを定性的に確認することが可能となる．一方，こ
の取得した三次元地形が，降灰厚推定に利用できるかど
うかについては，取得した三次元地形情報の精度に依存
する．この精度ついては，対空標識を利用することで，
大きく向上させることができるが，通常，火山噴火後の
立入制限区域内は，人手で対空標識を設置することがで
きない．そこで，今後は，比較的高精度なGPSを搭載
した対空標識を飛行ロボットによって運搬／設置するシ
ステムを開発する予定である．

火山噴出物の採取

土砂サンプリングデバイスについては，これまで，長
野県の小浅間山，伊豆大島の裏砂漠ならびに，鹿児島桜
島の黒神川にて，試験を実施してきた．フィールド毎に
環境は異なり，更に，それぞれのフィールドにおいても，
場所によって火山噴出物の種類や粒径は大きく異なった．
しかしながら，開発したデバイスは，それぞれの環境に
おいて，何らかのサンプルを取得することができた．し
かし，鹿児島桜島の黒神川では，火山灰ならびに火山礫
を十分に取得することができなかった．これは，試験前
に降雨があり，細かい火山灰の上に降った水分が土壌を
締め固めたため，火山礫も地面に固定されることとなっ
たためである．現在開発を進めている土砂サンプリング
デバイスは，火山礫も砂も回収できるように，ローラー
が柔らかい素材で構成されているが，この素材では，締
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め固められた土砂を崩すことができなかったと考えられ
る．今後，土壌の状況に応じて，デバイスの構成を変更
できるようにする必要があると考えられる．
一方，桜島の黒神川で行った土砂サンプリングでは，

着地時にデバイスが跳ねて転倒するという事象が発生し
た．この原因は，飛行ロボットによるデバイス運搬時に，
デバイスが振り子のように大きく振動したこと，ならび
に，地面が固かったことが考えられる．現状の実装では，
デバイスは 10m程度の釣り糸で吊り下げられているた
め，飛行状況に応じて，非常に大きな振幅で振動する．
デバイス降下時にこの振幅が残っていると，横方向の速
度を発生させるため，デバイスが転がってしまう．現在，
デバイスの降下と着地は，飛行ロボット自体の降下によ
り行っているが，今後，転倒の問題を回避するためには，
デバイス自体がウインチ等を用いて自動降下する機能が
必要であると考えられる．また，デバイスが転倒した際
には，デバイス自体が転倒を検知し，再度ウインチの上
昇／降下の動作を行うような機能を追加し，失敗をリカ
バーする機能の追加が必要であると考えられる．

4. おわりに

本稿では，実環境での作業を実現するロボットシステ
ムの一例として，筆者らが進めている火山調査ロボット
を紹介した．また，桜島にて実施された国土交通省「次
世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進」の災害
調査現場検証の中で実施したフィールド試験ならびに，
その試験で得られた知見を紹介した．日本は，火山大国
であるため，今後も，非常時の減災が可能なロボットシ
ステムの技術開発を進めたいと考えている．
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