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はじめに 
火山噴火時には、噴火状況、降灰範囲・厚さ、土砂

流出状況、砂防施設等の堆砂状況に加え、火山周辺へ
のアクセス状況等を把握するための緊急調査を迅速
に実施する必要があるが、噴火警戒レベルに伴う立入
規制等の理由により、アクセスが妨げられ近づくこと
が困難等の課題がある。
課題に対して近年発展が著しい UAV の汎用的な飛

行能力や搭載する高性能なカメラ等の技術を活用す
ることにより、緊急調査における作業の安全性の確保、
また、調査の効率化（時間・労力の削減、目視の補完）
や技術的な高度化（3D モデル等による分析評価）を
図ることが期待される。

そこで、3 つの火山を対象に噴火警戒レベルに伴う
立入規制範囲及び地形、気象等の UAV の選定に係わ
る制約条件を整理した。さらに各 UAV タイプの特徴
を整理し、各火山の制約条件を踏まえた UAV の選定
及び飛行検証を行ったので、報告する。

緊急調査における前提条件 

各火山の制約条件の整理
緊急調査を実施するためには、以下の火山によって

異なる制約条件を踏まえた UAV の選定が必要である。 
噴火警戒レベルに伴う段階的な立入規制による長

距離飛行（航続距離・時間、伝送距離）の必要性、地
形等による高高度飛行の必要性、低気温（冬季）飛行
の必要性。本研究で対象とした 3 つの火山について、
地形形状等からカルデラ型、内陸型、島型としてタイ
プ分けを行い、制約条件について整理した（表 1）。 

A 火山においては、立入可能な離発着場から想定火
口までの距離が 4km と比較的近く、標高や比高も低
いため、長距離及び高高度飛行が必要になることは少
ないが、豪雪地帯であるため、低気温飛行が必要な場
合がある。

B 火山においては、立入規制範囲が噴火警戒レベル
3 までは立入可能な離発着場から山頂までの距離が
4km 以上であるが、噴火警戒レベル 4 から立入可能な

離発着場から山頂までの距離が 20km以上と遠くなる。
また、標高や比高も高く豪雪地帯であるため、長距離・
高高度飛行が必要で、低気温飛行も必要な場合がある。 

C 火山においては立入規制範囲が噴火警戒レベル 3
までは立入可能な離発着場から山頂までの距離が
2km 以上であるが、噴火警戒レベル 4 から立入可能な
離発着場から山頂までの距離が 15km以上と遠くなる。
また、標高や比高も比較的高いが豪雪地帯ではないた
め、長距離・高高度飛行が必要であるが、低気温飛行
は必要ない。

UAV を選定する際には、各火山の制約条件に加えて
調査目的や調査場所によっては、①長距離飛行及び②
高高度飛行の必要性が変わってくるため、合わせて考
慮する必要がある。

 UAV の特徴の整理 
現在、様々な UAV が開発及び販売されており、翼の

形状によって回転翼と固定翼に大別され、さらに駆動
方式によって、バッテリー式とエンジン式に分類され
る（表 2）。各火山の制約条件を踏まえた使用する UAV
に必要な機体性能の条件は①航続距離、②伝送距離、
③飛行可能高度、④低気温での飛行である。さらに
UAV タイプによっては、⑤離発着に必要な広さが異な
ることと、緊急調査の目的によって使用可能な UAV が
限定される。制約条件に対する各 UAV タイプの一般
的な特徴を表 2 に示す。②伝送距離及び③飛行可能
高度に関しては、UAV タイプによる特徴ではなく、
個々の UAV によって異なる。②伝送距離は UAV の通
信方式、③飛行可能高度は機体性能に加えて制御ソフ
トによる飛行制限が存在する場合があるため留意す
る必要がある。

UAVを活用した緊急調査の検証 

火山の制約条件を踏まえた UAVの選定 
火山の制約条件である噴火警戒レベルに伴う立入

規制及び気象については、緊急調査を実施する時期に
よって異なるため、調査時期及び目的を想定し、UAV
の選定及び飛行検証を行った。

検証で想定した状況

4 想定火口範囲及びアクセス道路の
立入規制（立入可能な離発着場か
ら想定火口まで4㎞以上）

2 想定火口から半径1kmの範囲・登
山道の立入規制（立入可能な離発
着場から山頂まで4㎞以上）

3 想定火口から半径2㎞の範囲が立
入規制（立入可能な離発着場から
山頂まで2㎞以上）

3 想定火口から半径2kmの範囲・規
制範囲内の道路への立入規制
（立入可能な離発着場から山頂ま
で4㎞以上）

4,5 火山周辺へのアクセス道路の立入
規制（立入可能な離発着場から山
頂まで20㎞以上）

地形等
高高度飛行
の必要性

気象
低気温飛行
の必要性

豪雪地帯

内陸型火山

B火山

4,5

－

島型火山

山頂の標高は2500m程度であり、麓か
ら山頂までの飛行は1500m程度であ
る。

山頂の標高は、1000m程度であり、麓
から山頂までの比高は、1000m程度で
ある。

A火山

カルデラ型火山

対象火山 C火山

全島避難（立入規制）
（島外の離発着場から山頂まで10
㎞以上）

火山タイプ

長距離飛行
の必要性

噴火警戒
レベルに伴う
立入規制

豪雪地帯

想定火口から半径4kmの範囲・ア
クセス道路の立入規制（立入可能
な離発着場から想定火口まで4㎞
以上）

5

カルデラの外輪山の標高は800m程度で
あり、カルデラ湖から外輪山までの比
高は200m～400m程度である。

表 1 UAV の選定に係わる火山の制約条件 
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A 火山においては、調査時期を夏季の噴火警戒レベ
ル 4、調査目的を外輪山に位置する土石流危険渓流内
の空中写真を撮影し降灰状況及び土砂移動を把握す
ることとした。制約条件の低気温の飛行が必要ないた
め、降灰範囲及び小規模な土砂移動が確認可能なバッ
テリー式回転翼タイプの UAV を選定し、検証した。

B 火山においては、調査時期を冬季（低気温）の噴
火警戒レベル 4、調査目的を想定火口範囲（山頂を含
む）の空中写真を撮影し、火山活動の把握することと
した。制約条件の長距離・高高度・低気温飛行が必要
であるため、制約条件を満たすエンジン式固定翼タイ
プの UAV を選定し、検証した。 

C 火山においては、調査時期を噴火警戒レベル 4、
調査目的を河川内の空中写真を撮影し土砂移動現象
や砂防設備状況を把握することとした。制約条件の長
距離飛行は必要であるが、高高度飛行は必要ない。条
件を満たす UAV タイプはエンジン式固定翼・回転翼
とバッテリー式固定翼であるが、立入規制範囲外（島
外）の離発着場候補地を抽出・確認したところ、島外
の陸地には市街地が多く分布しており広い離発着場
が確保できなかった。そのため、バッテリー式固定翼
タイプの特徴を持ちながら、回転翼のメリットである
狭いスペースで垂直離発着が可能なバッテリー式 V-
TOL タイプの UAV を選定し、検証を行った。 

検証結果
A 火山においては、離発着場に近い土石流危険渓流

の上空でホバリングやカメラアングルを変更しなが
ら空中写真等を撮影し、詳細な現地状況を確認できた。 

B 火山においては、エンジン式固定翼の離発着が可
能な滑走路状の平坦地（約 920m×約 60m）を離発着

場とし、調査地点までの飛行（往復約 50.8km）を含む
想定火口範囲の飛行及び空中写真の撮影ができた。撮
影した空中写真を用いた SfM 解析からオルソ画像等
を作成し、広範囲の現地状況や積雪状況が確認できた。 

C 火山においては、バッテリー式 V-TOL のメリット
である垂直離発着を行い、調査地点までの飛行（往復
約 20 ㎞）を含む河川の飛行及び空中写真の撮影がで
きた。撮影した空中写真を用いた SfM 解析からオル
ソ画像等を作成し、土砂流出状況、砂防施設の堆砂状
況、ワイヤーセンサーの有無等が確認できた。

おわりに 
A、B 火山のように豪雪地帯においては、離発着場

及び離発着場までのアクセス路の積雪状況によって
除雪が必要な場合があるため留意する必要がある。

UAV の操縦に使用する通信の中で 2.4GHz による電
波の伝送距離は 3～4 ㎞が限界であり、地形状況や樹
木などに遮られることにより、さらに短くなる。衛星
通信や LTE通信においては、伝送距離に制限はないが、
周辺の電波環境等により通信が途絶する可能性があ
るため、事前に通信環境を確認する必要がある。

V-TOL やエンジン式固定翼の UAV は現状、国内で広
く普及している技術とは言えないため、資機材の調達
に時間を要する恐れがある。

UAV を活用した緊急調査については、調査目的・時
期や各火山の制約条件（噴火警戒レベルによる立入規
制、地形形状等）により使用可能な UAV や離発着場が
限定される。そのため、緊急時に迅速な調査を実施す
るためには事前に調査目的や各火山の制約条件を整
理し、それに応じた UAV の選定及び離発着場候補地
を抽出・整理を行っておく必要がある。

① 航続距離 〇 航続時間・距離が長い △ 航続時間が長い △ 航続距離が長い △ 航続時間・距離が短い

④ 低気温の飛行 〇
低気温における飛行実績が
ある

〇
低気温における飛行実績が
ある

×
低気温ではバッテリー性能が
劣化する可能性がある

×
低気温ではバッテリー性能が
劣化する可能性がある

⑤ 離発着に必要な広さ △ 200×50m程度の平坦な滑走路 △
50m×50m程度の平坦地
（草地も可）

△
50m×50m程度の平坦地
（草地も可）

〇 2.5m×2.5mの平坦地

火口の位置特定 〇 火山上空まで飛行可能 〇 火山上空まで飛行可能 △
高高度飛行の飛行ができない
機体が存在する。

△
高高度飛行の飛行ができない
機体が存在する。

積雪範囲・降灰範囲
の把握

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

〇
撮影した写真・動画から判読
可能

積雪深・降灰深の把握 × 把握不可 × 把握不可 × 把握不可 △
対空標識等を用いれば計測可
能

砂防施設状況の確認 △ 大きな変状は確認可能 △ 大きな変状は確認可能 △ 大きな変状は確認可能 〇 小規模な変状も把握可能

土砂移動現象の確認 △
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
中～大規模な土砂移動は確認
可能

△
小規模な土砂移動を把握可能
だが、範囲が限定的

緊
急
調
査
の
目
的

UAVタイプ エンジン式固定翼 エンジン式回転翼 バッテリー式固定翼 バッテリー式回転翼

表 2 各 UAV タイプの特徴 

A火山 B火山 C火山

UAVタイプ バッテリー式回転翼機 エンジン式固定翼機 バッテリ―式V-TOL機

機体名 DJI社製　Phantom4 Pro フジ・インバック社製　W-2A wingcopter社製　WINGCOPTER178

寸法 D 290mm × W 290mm × H 196 mm D 3,570mm × W 4,360mm × H 830mm D 1,320mm × W 1,780mm × H 520mm

エンジン バッテリー駆動型プロペラエンジン 250cc 2サイクルレシプロエンジン　×　1基 バッテリー駆動型プロペラエンジン

離発着場の広さ 2.5m×2.5m（垂直離発着可能） 200.0m×50.0m 2.5m×2.5m（垂直離発着可能）

航続距離・飛行時間 約28分 約150km・120分～150分 100km以上・最大120分

飛行速度 最大72.0km/h 最大180km/h、巡航110～120km/h 最大150km/h、巡航100～120km/h

通信 2.4GHzを使用 Inmarsat衛星通信を使用 主に携帯キャリア通信（LTE）を使用

最大飛行高度
最大6,000m
※ソフトによる高度上限：離陸地点から500m

最大6,000m 最大5,000m

安全機能

通信途絶及び低バッテリーによるReturn to
home機能、赤外線による障害物検知機能

動 衝突 防止 機能 （対 有人 機） 、緊 急時 パラ
シュート開傘システム、フライトコンピュー
ター搭載

通信伝送システムの 2重化、通信途絶による
Return to home機能、GPS信号途絶による旋回待
機機能、最大4台のプロポによるマスタースレー
ブ制御

表 3 検証に使用した UAV 
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