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学術・技術論文

飛行ロボットと小型地表移動ロボットの複合システムによる火山
活動区域の無人調査

浅間山における2014年フィールド試験
山 内 元 貴∗1 秋 山 健∗2 永 谷 圭 司∗3

Development of Volcano Observation System that Consists of Unmanned Aerial Vehicle

and Tele-operated Unmanned Ground Vehicle

Field experiment of tele-operated robots in Mt. Asama in 2014

Genki Yamauchi∗1, Ken Akiyama∗2 and Keiji Nagatani∗3

An observation in active volcano areas is very important to work out a strategy for estimation of eruptive activity

and evacuation call to residents. However, it is a too dangerous task for human to observe in such areas. Therefore,

we developed a tele-operated robotic observation system instead of human. In the system, Unmanned Aerial Vehicle

(UAV) carries a small-sized Unmanned Ground Vehicle (UGV) in a target point autonomously, and UGV observes

the target area tele-operatively. To confirm our developing system, we performed field experiments in Mt. Asama,

Japan. In this paper, we report the results and the lessons learned from the experiments.

Key Words: Robotic Volcano Observation, Tele-operation

1. は じ め に

1. 1 火山大国 日本
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，富士山の大噴火（864年）や鳥海山の大噴火（871年）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]．近年は，西之
島の噴火，口永良部島の噴火，御嶽山の噴火，阿蘇山の噴火，桜
島の噴火活動の活発化など，日本国内の活火山の活動も，活発
化している．
1. 2 火山災害の分類
火山噴火が発生した際，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
石流が挙げられる（図 1）．噴石・降灰は，火山噴火に伴い，火
口から直接放出されるものである．2014年 9月に発生した御嶽
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山の噴火では，水蒸気噴火による噴石・降灰により，火口周辺
の登山客 57名が犠牲となった．火砕流は，高温の溶岩の破片や
火山灰とガスの混合物が，雪崩のように山体斜面を高速で流下
する現象で，速いもので時速約 180kmにもなる．1991年 6月
3日の雲仙普賢岳の溶岩ドーム崩落型の火砕流では，熱風（火
砕サージ）により，43名が死亡した．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．
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，現在の科学技術では，非常に
困難であると言われている．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，融雪型火山泥流の場合
は，積雪量を計測することで，ある程度，その発生次期と規模
を予想することが可能である [3]．しかしながら，ひとたび，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．このため，火山灰の厚さや粒
径などの情報を得ることができず，これまで，精度の高い土石
流の規模の予測を行うことができなかった．そのため，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
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Fig. 1 Volcano Disasters

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
以上に示した背景の下，筆者の研究グループでは，遠隔操作
にて火山環境に進入し，火山噴火時における緊急的な土砂災害
対策に必要となる降灰等の調査を実施することが可能な，移動
探査ロボットの研究開発を，2009 年より進めてきた [4] [5] [6]．
これに関連し，2011年より，国土交通省国土交通省関東地方整
備局からの委託を受け，「浅間山噴火時の降灰調査を目的とした
無人調査ロボットの研究開発」を進めてきた．この委託研究で
は，現場に即したロボットシステムの研究開発を進めるため，毎
年，浅間山にてロボットの実証試験を行っている．これまでの
フィールド試験により，電動マルチコプタをベースとした飛行
ロボットにより，小型軽量の地表移動ロボットを運搬し，地表
移動ロボットの遠隔操作によって探査を行う，「飛行ロボットと
地表移動ロボットの複合システム」が有効であることが分かっ
てきた．そこで，2014年 9月には，浅間山にて，この複合シス
テムによるフィールド試験を実施した．本稿では，9月に実施
した実証試験に関するレポートを行うと共に，この試験で得ら
れた知見（Lessons Learned）を紹介する．

2. 探査シナリオと探査アプローチ

本研究では，「噴火前には有人探査可能地域であること」，「対
象とする環境には無線通信が不通となる不感地帯が存在しない
こと」という 2 つの条件が満たされている下で，調査項目を，
火山噴火時の立入禁止区域内における土石堆積状況の映像取得
と堆積厚さの計測の 2つに設定した．これらの調査は，以下に
示す 3つの探査シナリオで実現が可能である．
（1）災害発生前の写真と災害発生後の写真の比較

定点観測でよく採用される手法であり，災害発生前と後
の写真を比較し，降灰や火砕流による土石の堆積状況など
の現場変状を確認する．

（2）ポール等の土石の堆積厚さ確認施設の設置
施設が設置できるのであれば，厚さ確認用のポールなど
の人工的なモノサシとなるものをあらかじめ設置しておき，
災害発生時にロボットでその地点の厚さを確認する．

（3）ロボットに土石のサイズ／形状確認のための対象物を搭載
ロボットに，カメラに映り込むモノサシを搭載し，撮影

した画像から，土石の大きさや形状を確認する．
上記の探査シナリオを実現する上で必須となるのが，人が立
ち入ることができない環境における，視覚情報の獲得である．
火山調査に関して高い実績を有する内燃機関型の無人ヘリコプ
タ [7] [8]が存在するものの，酸素濃度の低下に起因する推力低下
のため，1,000m以上の高度で飛行することができないという問
題がある．一方，モータ駆動の無人ヘリコプタは，高度 1,000m

以上での飛行が可能である [9]が，調査時間をそれほど長くとる
ことができないという問題がある．また，地表移動ロボットは，
比較的長い調査時間を確保することができるが，移動ロボット
単独では，対象環境に到達するまで非常に時間がかかるという
問題がある．そこで，本研究では，モータ駆動の無人ヘリコプ
タと小型の地表移動ロボットの複合システムという，今までに
ない新しいアプローチで，火山の移動調査を試みることとした．

3. モータ駆動の無人ヘリコプタと小型の地表移動ロボッ
トの複合システム

モータ駆動の無人ヘリコプタと小型の地表移動ロボットの複
合システムについて説明する．本システムでは，まず，火山の
立ち入り制限区域外から無人ヘリコプタにより地表移動ロボッ
トを運搬し，探査地点付近で投下する．地表移動ロボットは，着
陸後，遠隔操作により移動探査を行い，ロボットに搭載された
カメラにより周辺環境の資格情報を取得し，オペレータに送信
する．また，無人ヘリコプタは，地表移動ロボットを投下後，離
陸地点まで飛行し，帰還する．なお，地表移動ロボットは探査
終了後に走行を停止し，火山活動が落ち着き安全が確保でき次
第，回収することを想定している．以下に，無人ヘリコプタと
地表移動ロボットの構成について説明する．
3. 1 モータ駆動の無人ヘリコプタ
本研究では，電動モータにより回転するプロペラを複数取り
付けた電動マルチロータ機を採用することとした．図 2に，株式
会社エンルートが開発した電動マルチロータ機 ZionFH940を
示す．この機体は，18インチのプロペラが直径 940mmのピッ
チ円上に 6本取り付けられており，ペイロードは 4～5kgであ
る．バッテリは，Zion LiPo(6セル 118Wh)を 2本使用し，約
15分のフライトが可能である．また，Arduinoマイクロコント
ローラで動作する Arducopter と呼ばれる GPL ソフトウエア
を利用し，GPS座標を利用した自動航行が可能である．
3. 2 小型地表移動ロボット
本研究における対象環境は，一般に，噴出物で覆われた軟弱
地盤，火山礫が散在する不整地，斜度が 30度を超える急斜面と
いう，移動ロボットにとって非常に過酷な環境である．そのた
め，移動ロボットには，高い走破性能が要求される一方，電動
マルチロータ機に搭載するために小型，軽量である必要がある．
限られた視野のカメラ映像と通信が制限される状況では，操縦
者がロボットの転倒の危険性を把握することは難しく，山体斜面
における小型移動ロボットの転倒は，避けることができない問
題である考えられる．そこで，本研究では，転倒しても走行の継
続が可能な活火山探査移動ロボット CLOVER (Compact and
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Fig. 2 Hexa-rotor UAV “ZionFH940”

Fig. 3 3D model of CLOVER

Lightweight teleOperation robot for Volcano ExploRation)

を開発した [10]．このロボットの 3Dモデルを図 3に示す．全
長 450mm，全幅 360mm，全高 220mmの小型のもので，重量
2.5～3.0kgであるため，電動マルチロータ機のペイロード要件
を満たしている．
CLOVER の左右の車輪は，それぞれ独立に DC モータ

（Maxon RE-max24，11W）によって駆動し，前後の車輪はタ
イミングベルトにより動力が伝達されている．また，前方には，
車載用広角カメラ (Panasonic CY-RC70KD)を取り付けた．オ
ペレータは，このカメラから伝送された映像より遠隔操作を行
う．バッテリは，LiFe(4セル 32Wh)を使用し，1時間の移動
探査が可能である．なお，CLOVERとの通信には，携帯回線
または 2.4GHz無線 LANが利用可能である．
CLOVERの特徴は，ロボット全体に対する移動機構の占め
る大きさである．小型，軽量ながらも高い走破性能を発揮させ
るために，車輪直径を可能な限り大きくとっている．さらに，本
体はコンパクトに収め，地表面とのクリアランスを確保した．ま
た，上下対称構造のため，転倒しても走行が継続可能である．
3. 3 小型地表移動ロボットの投下システム
地表移動ロボットは，電動マルチロータ機と機械的に接続し
運搬され，指定された場所で投下される必要がある．そこで，

Fig. 4 Separation Mechanism of CLOVER

電動マルチロータ機から移動ロボットを投下するための分離機
構を開発した．図 4左は，電動マルチロータ機側の分離機構の
留め具が，CLOVER 裏面のフックにはまり，ロボットを保持
している状態である．投下時には，分離機構に取り付けたラジ
コンサーボモータが稼働し，分離機構の留め具が開くことで，
CLOVER が電動マルチロータ機から投下される（図 4右）．
CLOVERの分離後，安全に着地させるため，本研究では，ワ
イヤを用いて低速で降下させるスカイクレーン方式を採用する
こととした．具体的には，CLOVERの中央に設置したボビン
に，ワイヤの片側の先端を固定せずに巻きつけ，ワイヤの反対
側の先端を，電動マルチロータ機に固定する．ボビンには，ロー
タリダンパが接続されており，投下後に十分に減速された状態
で着地することができる．
以下に，CLOVERの投下手順を示す．まず，電動マルチロー
タ機を，地表から 20～30m の高さでホバリングさせる．その
後，分離機構によって投下された CLOVERは，山体斜面に着
地する．着地後，電動マルチロータ機が上昇することにより，ワ
イヤが CLOVER から完全に抜ける．その後，遠隔操作により
CLOVERを走行させる．なお，電動マルチロータ機は，ワイ
ヤを下にぶら下げた状態で，離陸地点に帰還する．
3. 4 小型地表移動ロボットの遠隔操作システム
今回の試験では，CLOVERとの通信は，NTTドコモが提供
する携帯回線を利用する．試験環境である浅間山は，携帯回線
が入りやすく，ほぼ全域で通信が可能である．しかしながら，山
岳地帯であるため通信帯域が非常に狭く，また，数秒の遅延が
発生する劣悪な通信環境である．そのため，移動ロボットの遠
隔操作を行う場合，ロボットにはある程度自律的な動作が求め
られる．そこで，CLOVERの遠隔操作では，搭載したカメラ映
像から周囲の状況を把握し，直線経路追従および，その場旋回
の 2種類の操作手法を用いて，ロボットを走行させることとし
た．各コマンドの実行時には，慣性センサを用いて外乱による
姿勢変動に対して補償する．これにより，凹凸のある不整地で
あっても，ある程度，任意の方向への走行を可能とした．また，
ロボットに搭載した加速度センサにより，ロボットに働く重力
加速度方向を推定し，ロボットの上下を把握する．ロボットが
転倒し，上下が反転した場合には，車輪の回転方向およびカメ
ラ映像を自動で切り替えることにより，オペレータはロボット
の上下を考慮せずに，走行を継続することができる．
図 5 に CLOVER の操作画面を示す．オペレータは，

CLOVERに搭載したカメラにより撮影した画像 (図 5左)によ
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Fig. 5 Operation View

り，周囲の環境を把握し，GPSおよび地磁気センサによる現在
位置と姿勢，目標位置 (図 5右)を見ながら，目的の方向に操縦
する．画像および位置情報の更新間隔は 1Hzで行われ，このと
き必要となる通信帯域は約 32kbpsである．

4. 浅間山でのフィールド試験

4. 1 試験概要
2014年 9月 7日から 10日にかけて，浅間山でのフィールド
試験を行った．このフィールド試験の最大の目標は，火山災害
が起こった際に実用となり得るロボットシステムの有用性を実
証することである．具体的には，以下の 2点について，一連の
動作を検証する．

試験 (1) 飛行ロボットによる地表移動ロボットの運搬
地表移動ロボットを搭載した飛行ロボットを目標地点まで
GPSをベースに自律的に飛行させ，地表移動ロボットをス
カイクレーン方式で着地させる．着陸後，地表移動ロボッ
トを遠隔操作により飛行ロボットの離陸地点まで走行させ
る．なお，離陸地点は浅間山登山道の標高 1850m 付近と
し，標高 2050mを目標投下地点として設定した．

試験 (2) 地表移動ロボットの遠隔操作と撮影
2章で述べた探査シナリオ (2)に基づき，浅間山標高 2100m

地点から 1900m地点にかけて，ポール等の土石の堆積厚さ
確認施設を模擬して三脚を 5個設置する．地表移動ロボッ
トは，標高 2100m 付近から走行を開始し，遠隔操作によ
り各三脚付近まで走行させ，高解像度画像を取得する．な
お，試験環境における平均斜度はおよそ 30度である．

4. 2 試験準備
国立公園において，フィールド試験を行うためには，事前に
許可申請が必要となる．以下に，2014年のフィールド試験にて
行った許可申請について紹介する．
まず，浅間山の場合，環境省より，「特別地域（特別保護地区、
海域公園地区）内車馬（動力船、航空機）の使用（着陸）許可申
請書」を提出し，許可を受けた．この申請書には，試験を実施
する領域を示した二万五千分の一の地図や，試験の実施計画書，
試験を実施する場所の遠景／近景写真が必要である．また，試

験の実施計画書には，植生にダメージを与えないような環境に
対する配慮を入れる必要がある．これらの資料については，許
可が下りる前に，環境省より内容に関する質問を受ける場合も
あるため，フィールド試験の 2ヶ月前には提出しておく必要が
ある．
次に，林野庁の入林許可申請について説明する．正式な手順
としては，環境省の許可が出た後に，入林許可申請を行う．浅
間山の場合，試験フィールドが群馬県側と長野県側にまたがっ
ていたため，吾妻森林管理署と東信森林管理署に，国有林野入
林許可申請書兼請書を提出することとなる．この申請には，定
型書類の他，試験の実施計画書，入山者一覧が必要となる．な
お，上記 2 種類の申請については，2012 年度までは，筆者の
グループで行っていたが，2013年度より，国土交通省関東地方
整備局 利根砂防に，申請書の作成／提出の協力を頂き，許可を
得た．
また，試験を実施するエリアは，立入制限区域内であるため，
軽井沢町からの許可申請も必要となる．具体的には，軽井町に，
試験日時と試験行程が記入された「浅間山の現状調査に伴う規
制区域への立入申請書」，試験の実施計画書，入山者一覧を提
出し，許可を得た．これについては，数週間で許可が下りる．
なお，本試験では，浅間山 2100m付近の斜面から約 3kmに
位置する六里ヶ原駐車場を基地局として利用するが，ここの使用
許可についても，事前に地権者のプリンスホテルの許可を得た．
4. 3 試験行程
2014年 9月 7日から 10日にかけて，浅間山東側の標高 2100m

から 1900mの斜面においてフィールド試験を実施した．9月 7

日は，移動日および現地での確認作業を行い，実際の試験は 8

日以降に行った．また，基本的に雨天時には実験を実施しない
ため，10日を予備日とした．
試験地点までの移動は基本的に登山道を通り，安全に気をつ
けて実験は行うものの，一部の試験地点については，登山道か
らそれて実験を行うなど危険を伴う．そのため，人員について
は，各地点までの移動および作業を行う際に単独行動にならな
いように，事前に 2人以上に編成し，行動することとした．ま
た，浅間山は活火山であり，常時火山ガスを放出しているため，
実験参加者は，必ず火山ガス (硫化水素等)に対応した防毒マス
クを携帯した．
4. 4 試験内容
試験 (1) について，9 月 8,9 日に実施した試験の一連のシー
ケンスを図 6に示す．図 6-(1-1)は，離陸時，図 6-(1-2)は，飛
行ロボットが，地表移動ロボットを搭載しつつ，自律フライト
を行っている写真である．なお，今回は，フィールドの使用許
可申請の問題，試験の安全性確保の問題ならびに，ペイロード
と飛行時間の問題から，実用化における目標である 3km のフラ
イトを断念したが，ペイロードの軽量化ならびに，飛行ロボッ
トの大型化によって，目標の 3km フライトの達成は，現状の技
術でそれほど難しくないと考えている．図 6-(1-3) は，スカイ
クレーンにより，飛行ロボットが地表移動ロボットを降下させ
ている写真である．地表移動ロボットは，飛行ロボットから切
り離しが成功し，約 20m上空から地上に着地した．地表移動ロ
ボットは，着地後，周辺の画像情報を取得しつつ，離陸した地
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点まで走行した．なお，遠隔操作は，基地局を設置した六里ヶ
原駐車場より行った．
試験 (2)についても，試験 (1)と同様に 9月 8,9日に実施し，
六里ヶ原駐車場より遠隔操作を行った．浅間山 2100m付近の斜
面の様子を図 6-(2-1) に示す．この斜面には，あらかじめ目印
となる三脚（GPS座標は既知）を 5個設置しておき，地表移動
ロボットに搭載したカメラの映像と，GPS 座標を頼りに遠隔操
作を行った．図 6-(2-2) は，小型の地表移動ロボットが，遠隔
操作により走行を行っている様子である．地表移動ロボットは
標高 2100m地点から 1900m地点まで約 600m走行し，事前に
設置した 5個すべて三脚付近での高解像度画像情報の取得に成
功した (図 6-(2-3))．図 7 に，試験 (1) および試験 (2) の走行
経路を示す．また，試験 (1)における地表移動ロボットの高度
変化を図 7の下部に示す．
以上より，目標とする動作が全て成功した．これにより，提
案する飛行ロボット／地表移動ロボットの複合システムは，火
山災害時にも利用可能なものであることが実証できたと言える．

5. Lessons Learned

本試験により，飛行ロボットと小型地表移動ロボットによる
火山探査を実現する上で，大きな課題であった，飛行ロボット
による地表移動ロボットの運搬，投下および地表移動ロボット
の遠隔操作による堆積厚さ確認施設付近の高解像度画像取得に
成功した．しかしながら，いくつかの問題点も見つかった．以
下にこの試験により得られた知見を示す．
5. 1 飛行ロボットについて
モータへの砂鉄の影響

飛行ロボットのモータのベアリング部に砂利等が侵入し，
飛行できなくなることがあった．磁性体を有するモータは，
火山などの砂鉄を多く含有した環境で実験を行う場合，注
意が必要である．

投下地点の標高計測
地表移動ロボットを運搬する飛行ロボットは，事前に飛行経
路を設定し，自律飛行を行う．この飛行経路を設定する際，
正確な地表の標高を知ることができないため，地上高を大
きくとり，山体との衝突を回避することが必要である．ロ
ボットを投下する際，我々の探査システムは，30mテザー
ケーブルを用いたスカイクレーン方式を採用しており，投
下時の飛行ロボットの地上高は，約 30mである必要がある．
今回の試験では，事前に投下地点付近での標高を計測した
上で，飛行経路に設定したが，本来は，立入制限区域であ
ることが想定されるため，飛行ロボットは山体表面との距
離計測を計測しつつ飛行する必要がある．

5. 2 地表移動ロボットについて
通信の安定性

事前に行った通信試験では，携帯端末を登山者の腰のあた
りに固定し，試験環境内を歩きまわり，通信が切断される
ことがないか確認した．しかしながら，地表移動ロボット
に搭載された携帯端末は，端末の地上高は事前試験よりも
低く，また，ロボットが走行した軌跡と事前試験によって

確かめた場所と異なり，小さな窪地を走行する際など，局
所的に極めて通信帯域が細くなる地点が存在し，画像が伝
送されないことがあった．これは，試験を実施した浅間山
周辺が，NTT-Docomoの携帯電話網のサポートエリア外
であったためである．実災害時には，移動基地局車等を配
備することにより，通信が不安定になる環境をなくすこと
ができると考えている．

環境把握
地表移動ロボット前方に搭載されたカメラには，広角カメ
ラを使用しているものの，搭載位置が低く，地形や植生に
より前方が見渡せず，周辺環境が十分に把握できないこと
があった．カメラ位置を高くすることで，この問題には対
応できると考えているが，転倒時に支障のない仕組みにす
る必要がある．

経路計画
一般に移動ロボットは縦長のため，斜面下方向に走行する
場合に比べ，横断方向に走行する場合，横転の可能性が大
きくなる．地表面移動ロボットによる調査を考える上では，
調査地点だけでなく，調査地点までの経路についても十分
に考慮する必要があると考えられる．

6. まとめと今後の課題

本研究では，人が立ち入るのが危険な火山の観察を行うこと
が可能な，小型火山観測移動ロボットの研究開発を目指し，浅
間山にて，ロボットのフィールド試験を行った．この試験の結
果，GPSをベースに飛行ロボットが小型地表移動ロボットを自
律的に目的地に運搬し，その地表移動ロボットが火山環境を走
行し，画像情報を取得可能であることを実証することができた．
今後も，不整地移動ロボットを用いた火山観察のための，遠
隔操作に関する研究を進めると共に，現場での実証実験を繰り
返し実施することで，火山噴火の際に現場で有用となる火山探
査ロボットの構築を進める予定である．
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