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1. はじめに

火山噴火時に実施される緊急調査のうち、噴火後の

地形把握、火口周辺の状況把握及び降灰を含む堆積物

の範囲の把握は、その後の対応を決定するうえで重要

な基本情報となる。

噴火時から初動時における降灰範囲の把握は、人工

衛星や有人航空機、無人航空機（以下、「UAV」とす

る）、監視カメラ等の画像（もしくは動画）を通常時と

比較し、降灰による地表面色調の変化に基づいて判断

することとなっている 3)。また、これまでの火山噴火

時における初動対応で最も活用されているのはヘリコ

プターによる上空からの撮影であり、その機動性の高

さと撮影画像の直感的な判断が可能な点に優位性があ

る。また、近年の UAV 技術の急速な開発及び普及に

より、汎用性の高い回転翼 UAV も緊急調査への活用

が進められている。

しかしながら、実際に火山噴火時における緊急調査

を想定した場合、以下の 3 点が課題として挙げられる。 

【課題①】ヘリ調査では搭乗員の安全確保の観点から、

噴火時に火口付近まで近接することは困難

【課題②】ヘリ調査は周辺状況の把握を目的とした空

撮のみであり、平面的な降灰範囲の広がりを

判断しづらい

【課題③】回転翼 UAV では撮影可能範囲、高度が限

定的となっている

そこで本検討では上記した課題への対応策として、

エンジン式固定翼 UAV を用いた緊急調査への適用性

について実証試験を実施した。

UAV はエンジン（ガソリンまたは灯油）式とバッテ

リー式、飛行形態は固定翼と回転翼に大別され、エン

ジン式固定翼は高出力かつ長距離、高高度での飛行が

可能という特徴を有する。

図 1 使用したエンジン式固定翼 UAV 

2. 実証試験の概要

実証試験の概要を以下に整理する。

検証目的  平常時における火山周辺状況の空撮
実施

 撮影画像の活用方法の検討
 緊急時に実施する際の課題整理

対象地域 秋田駒ケ岳、噴火警戒レベル 3（火口か
ら 2km）の範囲

撮影日 2019年 12月 9日
使用機材 表 1に示す通り
離発着地点 たざわ湖スキー場 銀嶺第 1 駐車場 

表 1 使用機材一覧 

3. 対象地域における電波干渉の発生

当初の計画では、秋田駒ケ岳の噴火警戒レベル３（火

口から 2km）の範囲を飛行及び撮影する予定であった

が、UAV と衛星通信の電波干渉が生じた。これにより

自動航行による目視外飛行が不可能となったため、目

視内飛行が可能な秋田県側のみの飛行となった。

なお、これまでに同機体による飛行時にこのような

電波干渉が発生した事例はなく、衛星通信を管理する

プロバイダにも通信障害が時折発生していることが報

告されているのみであり、具体的な原因を解明するこ

とはできず、秋田駒ケ岳特有の課題と言える。

図 2 電波干渉の概要 

項目 内容

機材名 フジ・インバック社　W-2A型

寸法 D:3,570mm W:4,360mm H:830mm

エンジン 250cc 2サイクルレシプロエンジン

速度 最大180km/h、巡航110～120km/h

飛行高度 700m～2000m（撮影高度500m)

カメラ FUJIFILM GFX100

有効解像度 約1億200万画素

レンズ フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR

地上分解能 80mm/pix

撮影範囲（短辺） 715m

撮影範囲（長辺） 950m

電波干渉を
おこした箇所

UAV

Inmarsat Satellite
（衛星）

Land Earth Station

GPS Satellites

測位情報

カメラ映像、UAVの状態等の情報
（位置、速度、高度等）

オートパイロット：自律飛行に
必須となる通信

目視外飛行を実施するための航空法・安全上で必要な通信
（オートパイロット：自律飛行上は不要）

経路変更指示等

地上局

UAV機体には自律飛行のルートが記録されている
ため、GPSの位置情報をもとに指定したルートを
自動で飛行することができる。

衛星通信システム
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飛行経路

調査対象範囲

50m等高線

凡例

図 4 秋田駒ケ岳周辺のオルソ画像 

4. 実証試験結果及びその活用

飛行時間は 1 時間程度、写真撮影枚数は 700 枚程度

であった。

4.1 3D モデル、DSM による地形変化の把握 

UAV の空撮画像は、フライトログから生成した位置

情報を 1 枚ごとに割り当て、3D モデルリングソフト

ウェア（Context Capture）を用いて画像解析を行っ

た。

撮影当日は秋田駒ケ岳山頂一帯が積雪で覆われてい

たが、3D モデルは問題なく作成することが可能でき

たため、噴火時に降灰が観測された場合においてもモ

デル化が可能と考えられる。

作成した 3D モデルの地形情報をもとに数値表層モ

デル（以下、「DSM」とする）を作成し、既往の測量

成果と比較した。今回の解析では、一般的な航空写真

測量で活用される対空標識や電子基準点等は活用して

いないため、数メートル程度の誤差が確認された。し

かし、噴火時における火口付近の中～大規模な地形変

化や土砂移動現象の面的な把握には十分な精度を持っ

ていることが確認できた。

4.2 オルソ画像による降灰範囲の把握 

作成した 3D モデルからオルソ画像を作成し、降灰

を想定した積雪範囲の抽出を行った。前述したように

山頂付近では積雪があったものの、周辺地域も含め明

確な色調の変化が確認することができたことから、火

山噴火時においても撮影画像を基にした降灰及び積雪

範囲の把握（判読）は可能と考えられる。

5. まとめ

課題①及び③は、エンジン式固定翼 UAV を採用す

ることにより、バッテリー式回転翼 UAVと比較して、

長距離かつ高高度飛行が可能となる。火山噴火時にお

いても火口付近までの飛行及び撮影が実現可能となり、

搭乗員の安全性にも配慮することができる（ただし、

噴石の衝突、噴煙等による機体落下のリスクは伴う）。 
課題②及び③は、エンジン式固定翼 UAV で撮影し

た連続写真を画像解析することで解決可能である。現

時点で、航空測量と同様の精度を担保すること困難、

かつ、実際の火山噴火時に精度向上のための対空標識

を山体全体に配置することは現実的ではない。

したがって、現段階におけるエンジン式固定翼 UAV
活用方法は、噴火時における火口近傍を含む火山周辺

の概査と位置付けられ、中～大規模な地形変化及び土

砂移動現象の把握と言いえる。

これらの課題に対して、高解像度カメラ及び PPK
（Post Processing Kinematic：後処理キネマティック

方式）を併用することで従来の航空写真測量と同程度

の精度を確保できると考えられており、今後検証する

必要がある。また、上記が実証できれば、より高精度

の計測が可能となり、火口を含む周辺の精査及び地形

変化の把握が可能になると考えられる。

機材の運用に関する課題として、現状では運用可能

な企業が限定的であり、実際の噴火対応時に活用可能

な仕組み、体制づくりが構築されていないことが挙げ

られる。

また、今回の検討範囲である秋田駒ケ岳周辺では、

前述の通り、衛星との通信障害が確認されたため、当

初の飛行範囲を撮影することができなかった。今後は

有人機等を用いて、事前に現地の通信状況を確認する

とともに、各火山における通信状況の確認や留意事項

を蓄積するとともに、測定精度の向上、解析作業の効

率化を図っていく必要がある。
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図 3 3Dモデルによる鳥瞰図 
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