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1. はじめに
近年は様々な UAVの機種が開発・販売され、砂防調

査においても調査手法としては一般的になった。火山

防災においても、噴火後の緊急調査や状況調査にも活

用されている。 

 噴火後の初動時は、土砂災害防止法に基づいた緊急

調査を実施するために降灰厚 1cmの範囲をできるだけ

早く把握することが必要である。UAVによる降灰厚を

把握するための手法や機種の適用性等については、

様々な学識者や企業により堤案されている。ただし、

噴火後の緊迫した状況下を想定した場合の実働面につ

いてはあまり議論されていない。 

そこで、火山噴火初動時における課題を整理し、降

灰範囲の把握を目的とした UAV調査による撮影方法や

範囲設定等について考察し、その内容を「撮影要領」

としてとりまとめた。 

本発表ではその内容について報告する。 

2. 噴火初動時におけるUAV調査の課題
火山噴火初動時においては、火山噴火状況や降灰分

布範囲を迅速に把握することが重要である。そのため

には、実施する調査とその手順についてあらかじめ準

備しておく事が必要である。 

利根川水系砂防事務所管内において、実際に噴火後

の初動時に実施された UAV調査において次のような課

題が生じた。撮影は、天候不順もあり、噴火発生から

2 日後に実施された。 

 撮影者へ撮影範囲を指示した後、撮影手法や撮影

範囲について、撮影者と指示者が協議しながらの

撮影となった。

 撮影指示当初、指示者及び撮影者双方において、

短期間で撮影できる方法、撮影範囲が具体的にイ

メージできていなかった。

 撮影者によって異なる撮影手法による成果となっ

た。

 撮影時における制約（観光施設や住宅、交通量の

多い道路の上空での撮影は危険など）が現地撮影

場所の選定時に判明した。

以上のように、撮影手法や範囲などの不明確さや、

撮影者との連携についての課題が浮き彫りになった。

これらを受け、火山噴火初動時における UAVによる撮

影方法や範囲設定等を明確にする必要があった。 

3. 噴火初動時でのUAVの撮影方法・範囲の設定

3.1 噴火初動時におけるUAV調査の位置づけ
 火山噴火初動時には、通常の災害調査と同様に砂防

部局によりヘリコプターや衛星による広域調査の実施

と気象庁から火山灰の降灰予報が発表される(図 1)。

これらの情報を基に概略の降灰範囲が抽出される。 

 概略範囲を基に、地上調査や UAV 調査等の範囲を絞

った調査(本発表では狭域調査と呼ぶ)が実施される。

これらの調査は、噴火後の数日間で実施され、調査結

果について報告されることとなる。 

本発表での UAV 調査は、前述した流れで実施する調

査について考察・整理したものである。

図 1 撮影の流れ(概略) 

3.2 撮影の目的 
 初動時における撮影は、即時性を重視し、具体的な

降灰厚の取得ではなく、「火山灰等の堆積範囲」を把

握することを目的とした。 

3.3 撮影方法の設定 

 火山噴火初動時における撮影方法は、「面」として

の撮影を行う【ルート撮影】と「点」としての撮影を

行う【ポイント撮影】に区分した(図 2)。
ルート撮影は、立入禁止区域や渓流など地上調査で

アクセス困難な区域において火山灰の堆積状況を把握

したい場合の撮影を想定したものである。

ポイント撮影は、火山灰の堆積範囲を UAV で広域的

に把握したい場合の撮影を想定したものである。この

場合は、UAV を直上に飛行し、その周囲を回転し撮影

する。 

 

 

 

 

図 2 撮影方法

 撮影は、とりまとめの即時性を考慮して「動画によ

る斜め撮影」を基本とした。垂直撮影は、オルソ画像

の作成などの利点があるが、広域調査(ヘリコプター

等)における斜め撮影との対比や画像から場所の特定

が直感的に難しい事から採用しなかった。 
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【”ポイント撮影”における撮影手順】
①調査地点へ移動
②UAVを直上へ飛行(高度100m)させる
③周囲360°を撮影し、飛行終了
④次の調査地点へ移動

【”ルート撮影”における撮影手順】
①調査地点へ移動
②撮影の対象(山麓や渓流など)を設定する
③対象範囲が可能な限り網羅されるルートを設定し、撮影
④(撮影時間やバッテリー残量に応じ)次の調査地点へ移動

高度：100m程度
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本白根山の噴火(平成 30年 1 月 23日発生)の際に実

施した UAVによる降灰状況の撮影成果の対比を図 3に

示す。両写真ほぼ同一地点を撮影しているが、比較す

ると垂直撮影では画像から撮影位置が把握しづらい。 

 

3.4 撮影範囲の設定 

 撮影範囲は、事前に得られる情報により設定され、

その範囲に応じた撮影方法を選択する必要がある。図 

1 の流れをもとに、狭域調査前の状況として、下記の

2 ケースが想定される。 

ケース 1：広域調査により、おおよその降灰範囲の把

握ができた場合 

ケース 2：広域調査が実施できず(もしくは分からず）

気象庁の降灰予報以外に情報がない場合 

 

 ケース 1の場合は、概略の降灰範囲が把握できてい

ることから、降灰範囲の具体化や現況把握を目的に狭

域調査が実施されることとなる。そのため、アクセス

が容易な区域(市街地等)を地上調査、立入困難区域

(山体、渓流等)を UAV 調査として振り分けて実施する

(図 4 上)。この場合における UAV調査は、対象区域を

絞り込み(山体、渓流等)、「ルート撮影」で実施する

事が適切と考えられる。 

ケース 2 の場合は、天候不順等により広域調査が実

施できず事前情報が降灰予報のみの場合である。この

場合は、事前情報が少ないため、可能な限り広範囲の

降灰情報を取得する必要がある。その方法として、降

灰予報を重ね合わせて調査範囲を設定し、山体を中心

に放射状の測線を決める(図 4下)。その測線上に調査

地点を割り振る。この際に、立入規制範囲は、UAVに

よるルート撮影、立入可能区域は UAVによるポイント

撮影と地上調査とする。この場合のポイント撮影箇所

は、アクセス路を考慮して設定することが適切と考え

られる。 

なお、ポイント撮影 1 フライトあたりにかかる概略

の作業時間は、40分程度(移動 20分、撮影準備 10

分、撮影 5分、撤収 5 分)とし、半日程度(4時間)の作

業時間とすると調査可能箇所数は 6 点となる。そのた

め、調査可能箇所数には限界があることから、適切な

調査間隔を設定する必要がある。 

 

4. 撮影要領の作成 

前述した考察内容を

基に「無人航空機によ

る動画撮影を実施する

場合の撮影要領（案）」

を作成した。目次構成

は左記の通りである。

撮影要領には、撮影の

目的、成果様式、撮影

にあたっての留意点を

とりまとめている。 

 

5. おわりに 

 本報告では、課題であった噴火初動時における UAV

調査で不明確であった実働的な手法について、噴火後

に想定されるシチュエーションをもとに具体的な撮

影・範囲設定方法について考察し、撮影要領としてと

りまとめた。撮影要領は、撮影者へ指示する撮影方法

や撮影における留意点、とりまとめ方法についてわか

り易く整理した。 

 今後は、本要領に基づいて実際の UAV調査結果の収

集や撮影者等へのヒアリングを行い、調査内容の精度

向上を図る必要がある。 

＜撮影要領の目次構成＞

1. 撮影の目的と成果の活用方法

1.1 目的

1.2 成果の活用方法

1.3 成果イメージ

2. 撮影準備

2.1 使用機材について

2.2 撮影時における留意点

2.3 事前準備

3. 撮影方法のイメージ

4. 業務完了成果

図 4 想定される撮影方法 
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調査・地上調査と振り分ける
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③調査結果から降灰範囲を具体
的に抽出

降灰範囲の具体化

①気象庁の降灰予報より調査範囲を設定 ②気象庁の降灰予測より測線を設定し、
調査方法を振り分ける

測線1

UAV調査 地上調査

③調査結果から降灰範囲を抽出

降灰範囲の設定

ケース1の場合

ケース2の場合

降灰予報の重ね
合わせにより調
査範囲を設定

立入規制範囲

UAV(ポイント撮影)

UAV(ルート撮影)

斜め撮影 

垂直撮影 
図 3 UAV による撮影成果比較 

(本白根山での撮影例) 
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