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消火作業の様子試料 : エチルアルミニウムセスキクロ
ライド、消火手段 : 水噴霧、t1=13 s 本文 21 ページ参照。
Application of water mist to burning ethyl aluminum
sesquichloride.
Water mist was applied for 13 s. Left: video image,
right: thermal image.
(a)t=-1 s Water application started at t=0.
(b)t=1 s (c)t=4 s (d)t=6 s (e)t=8 s
(f)t=13 s
(g) after stopping water application
See also page 21.

消火作業の様子試料エチルアルミニウムセスキクロラ
イド、消火手段乾燥砂、t1=54 s 本文 22 ページ参照。
Application of dry sand to burning ethyl aluminum
sesquichloride.
It took 54 s to cover burning ethyl aluminum
sesquichloride.
(a)t=0 Application of dry sand started.
(b)t=1 s (c)t=30 s (d)t=56 s Temperature of
some of the surface was high.
(e)t=79 s
(f)After covering, smoke was generated by mixing.
See also page 22.

飛行制御実験の様子。本文 32 ページ参照。
Pictures of outdoor experiments. See also page 32.

飛行制御実験結果の一例。本文 40 〜 43 ページ参照。
A representative result of outdoor experiments. See also pages 40 ～ 43.
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技術報告

ねじの緩みと接触部過熱に関する基礎的研究
松﨑

崇史、田村

（平成 30 年 8 月 28 日

裕之
受理）

東京消防庁管内のデータ（火災の実態１））を使用して、電気火災について調べたところ、配線器具の
接触部過熱の出火件数が多数を占める。そのため、配線器具のねじの緩みと抵抗値の関係及び電気を
流した時のねじの緩みと接続部の表面温度の関係を調べ、接触部過熱について検討した。M3.5 〜 M5
の配線器具に接続したねじについて、締め付けトルクを適正値から徐々に小さくしていくと、1 〜 10
cNm の間に抵抗値の急激な増大が観測された。また、1 cNm 以下の緩み方向に回転させると、抵抗値
が著しく上昇した。さらに、ねじ接続部に電気を流した時の表面温度も、この抵抗値の増加に伴い、増
加した。

１．はじめに

であり、出火に至る経過が「電気的原因で発熱する」もの（車

電気火災とは電気を使用するものからの出火事象である。

両火災除く）に限定した。そのため、電気機器からの出火で

これらは、電気的条件の変化、電気の回路外への漏洩や絶

あっても、人的要因で出火したものは除いている。このうち、

縁破壊で電気エネルギーの一部が熱に変換されて発火源と

2004 年〜 2016 年の 13 年間の発火源と経過を組み合わせ

なった火災と、故障や使用者の使用方法不適が要因となった

た合計出火件数では、配線器具等の接触部過熱が多数を占

火災に分けられる。また、火災の実態によると、全火災件数

める（表１）
。

が減少傾向の中、電気火災の件数は毎年 1000 件前後を維

電気火災において主原因である接触部過熱では、配線接

持している。従って電気火災の火災全体に対する割合は増

続部のねじの緩みにより、金属接続部の接触抵抗が上昇し、

加傾向にあり、火災予防上の重要性が増している（図１）
。電

発熱して出火に至ることがある。接触部過熱に関する既往研

気火災の実態を調べるにあたり、東京消防庁のデータとして

究では、亜酸化銅増殖発熱現象についての研究３）や接触部

火災の実態を活用したが、これは全国の消防本部ごとに電

過熱再現実験４, ５）、接続部ねじのトルク・接触荷重と接触抵

気火災の経過の取り方が異なる場合があり、１つの大きな母

抗の関係を調べたもの６）などがあるが、導体接続部のねじ

集団から実態を見出す必要があることと、火災の電気的要因

の緩みと発熱現象について詳細を評価したものは見当たらな

をより細分類したデータであるためである。本研究では、電

い。そこで配線器具において、ねじの緩みと抵抗値の関係及

気火災の出火原因２）のうち、発火源が「電気による発熱体」

表１

発火源・経過の組み合わせ出火件数（2004 〜 2016）
発火源と経過

図１

東京消防庁管内の全火災件数と電気火災件数の推移

― 1 ―

件数

配線器具の接触部過熱

1351

配線等の短絡

896

電気機器の短絡

893

配線器具のトラッキング

587

配線等の接触部過熱

561

配線等の地絡

454

電気機器の絶縁劣化

435

電気機器の接触部過熱

365

電気装置の絶縁劣化

297

電気機器のトラッキング

286
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びねじの緩みと電気を流した時の接続部の表面温度の関係

と表せる。n は各部位の形状・抵抗率における配線、端子、

を調べ、接触部過熱が生じる条件を探った。

ねじ及び基板の名称を表す。このうち、図３のような端子と
基板間に生じる接触抵抗 R 接を考える。

２．接触部過熱とは

ここでは皮膜抵抗や集中抵抗は考えず、議論を簡単化する

接触部過熱による火災とは、配線又は電気機器の接触（接

ため、接続部の端子の抵抗率ρ端子と基板の抵抗率ρ基板が同

続）部が緩むなどし、接触抵抗によるジュール熱が発生し出

じ抵抗率ρ ’[ Ω m] であるとし、接続部の端子と基板の接触

。一般に電気抵抗値 R[ Ω ] は１つの導体
火した火災をいう７）

面積を S’ [m2]、接触面を挟む２つの導体の微小長さをΔ L[m]

に対し、

とし、Δ L が端子や基板の厚みに対して十分小さいものする
と、接触抵抗値 R 接 [ Ω ] は

R=ρ L/S

… ………………………………

式⑴
R 接 =ρ’ Δ L/S’

……………………………

式⑶

と表される。ここで、ρは電気抵抗率 [ Ω m]、L は長さ [m]、
S は面積 [m2] である。

と表せる。これは接触面積が十分にあれば、接触抵抗はほ

ここでは、ねじの緩みにより接触抵抗が生じる導体モデル

ぼ無視できるが、圧着端子と接続部が緩みによりずれ、接

を考えるため、図２のような導体ねじ接続部を考える。接続

触面積 S’ が減少することで抵抗値 R 接が上がることを示して

部を挟んで配線と基板部分で抵抗測定を行うとすると、電気

いる。
一方、電気が流れる時の発熱量 W[J] は一般に

は配線→接続端子（→ねじ）→基板と流れていくため、配線
の抵抗 R 配線、接続端子の抵抗 R 端子、ねじの抵抗 R ねじ、基
板の抵抗 R 基板の合計 R 合計が測定した電気抵抗値となる。接

W=I ２Rt

… …………………………………

式⑷

触部過熱を考える場合はここに、接続端子と基板が緩むこと
による接触抵抗 R 接を加えて

で表される。ここで、t は時間 [s]、I は電流値 [A] である。図
２の接触部モデルの場合は

R 合計 =R 配線＋ R 端子＋ R ねじ＋ R 基板＋ R 接
=Σ Rn
=Σρ nLn/Sn … ……………………

W=I ２R 合計 t
式⑵

図２

図３

ねじ接続部のモデル

接触抵抗のモデル
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と表される。接触抵抗 R 接は微小区間での抵抗のため、上昇

3.2 緩みの測定

しても R 接 <<R 合計であれば全体の抵抗はほぼ変わらず、電流

ねじの緩みはトルク[cNm]と適正締め付け位置からの緩み

値が少し減少しても全体の発熱量は微減する程度であるとみ

回転角度[°]で表した。

なせる。一方、接触面での微小区間では局部的に抵抗値 R

3.2.1 トルク

が増大し、発熱量の増加分ΔW[J] は

各ねじの適正締め付けトルク値から1 cNm（測定限界値）ま

接

では、
トルクドライバーを使用して測定した。ただし、配線用遮
ΔW=I ２Δ R 接 t

断器のみ器具に記載の適正値300 cNmから計測した。各トル

=I ２Δ ( ρ’ Δ L/S’)t
=I ρ’ Δ L t / Δ S’
２

ク値は測定毎にねじをトルクのかからない状態まで緩ませた
… ………………

式⑹

のち、
トルクドライバーに設定した目標トルク目盛まで締め付け
て設定した。

である。ただし I、ρ’、Δ L、t は一定とする。発熱量のエネ

3.2.2 回転角度

ルギーは、周囲への放熱による熱損失を伴いながら、接続

トルクドライバーでの測定限界は1 cNmであるため、1 cNm

部の表面温度を上昇させ、接続部周囲の電線被覆等の可燃

以下の緩みを調べるため、ねじが緩む方向への回転角度も緩

物に着火し、出火する。以上が、接触部過熱火災のメカニズ

み測定の指標とした。適正締め付け値を基準（0°）に90°ごと

ムである。

に緩ませ、3回転分（1080°）まで測定した。
3.3 接続部の緩み−抵抗値測定

３．実験方法

表２の各配線器具に対し、各トルク値及び回転角での電気

3.1 使用した配線器具

抵抗値をデジタルマルチメーター（ADC社製7461A）を用いて

配線器具は差し込みプラグ、コンセント、配線用遮断器を

4端子法にて測定した（図４）。4端子法とは、電流源端子と電

用いた。それぞれの接続部のねじ径は M3.5、
M4、
M5 である。

圧検出端子から構成され、電圧計の入力インピーダンスが高く

この 3 種の配線器具及びねじ径を選んだ理由は、火災の実

電圧検出端子側のリード線にほとんど電流が流れないため、

態において、実際に火災件数が多い器具であること、一般

測定リードの抵抗の影響を受けずに、金属のような低抵抗を

によく使用されるサイズであること及び接続方式がそれぞれ

正確に計れる方法である。3回の測定の平均値を1プロットと

異なり、比較できることなどからである。各配線器具の外観、

し、
４端子リードは接続部を挟んでねじの直近かつリードを安

接続部、接続部の材質、各ねじの外観及び適正締め付けト

定させられる場所に設定し、R合計を測定した。また、各ねじの

ルク値は表２のとおりである。

適正トルク値から1 cNmまで変化させた時の回転角との対応
を目視にて計測した。
表２

器具名称

器具写真
（仕様）

配線器具・接続部一覧
接続部
（ねじ径）

差し込み式プラグ
National 15A・125V 用

Matsushita N-BAK50
定格 20A

銅線φ 1.6mm
ねじ：真鍮 [ 銅＋亜鉛 ]
基板：真鍮

120

R 型圧着端子：銅＋すず
メッキ
ねじ：真鍮 [ 銅＋亜鉛 ]
基板：銅

200

R 型圧着端子：銅＋すず
メッキ
ねじ：鉄＋ユニクロメッ
キ
基板：銅

（M4）

配線用遮断器
（定格 20A）
（M5）
座金組込式山型セムス
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材質

80
（M3.5）
座金組込式

コンセント
National 15A・125V 用

８）

適正トルク値
［cNm］
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3.4 接続部の緩み−表面温度測定

遮断器（M5ねじ）から構成される。この回路に負荷抵抗1 Ω

ねじの緩みと表面温度の関係を調べるため、図５のような

を直列接続し、直流電圧10 Vを加え、直流電流10 Aを流し

回路を組んだ。これらは直流電源装置（20 A、18 V）、電子抵

た時の接続部の表面温度上昇を、各緩みごとに熱画像カメラ

抗（Agilent 6060B）、VVF1.6 mm配線（定格18 A）、配線用

（フルーク社製Tix500）にて測定した。温度測定は配線器具
が十分温まり、接続部の表面温度が平衡状態になるまで続
け、各熱画像の最高点を測定温度とした。放射係数εは接続
部が銅、真鍮、
すずめっき等数種類の物質で成り立っているこ
と、各金属表面は空気中で十分酸化されていること等からε
=0.95とした。
４．実験結果
4.1

接続部の緩み−抵抗値測定

M3.5、M4、M5 のねじについて適正トルク値から徐々にト
ルクを小さくしていくと、接触抵抗が高まり、抵抗値が微増
していった。いずれも 10 cNm 程度までは抵抗値がほぼ横ば
いであるが、1 〜 10 cNm の間に抵抗値の急激な増大が観測
された（図６、図７）
。また、各々の適正トルクから 1 cNm ま
で緩んだ時の回転角度はそれぞれ、M3.5 約 135°
、M4 約
30°
、M5 約 135°
であった（図８）
。これらの角度以上に回転
図４

すると、ねじに対してトルクがほぼかからなくなり、同時に抵

抵抗測定方法の概略図

抗値がさらに上昇した（図９）
。M3.5 を例にとると 1 cNm の
抵抗値は適正値（80 cNm）の約 4 倍の抵抗値を示し、180°
緩んだ箇所では適正値の 157 倍もの抵抗値を示した（表３）
。
しかし、180°
以降は抵抗値が上昇せず、値は変動した。他
の M4、M5 も同様の傾向であった。1 cNm 以下のトルクドラ
イバーでの測定不能領域では、ある回転角度から、回転角
度と抵抗値の上昇とは相関しなくなった。
4.2

接続部の緩み−表面温度測

配線用遮断器 (M5) に直流電圧 10 V を加え、直流電流
10 A の電気を流した時の、各緩みごとの表面温度の時間変
化では、締め付けトルク 1 〜 10 cNm 付近で接続部の表面
温度上昇に変化がみられたことから、抵抗値が上昇する範囲
と一致する結果が得られた（図 10）
。熱画像のうち、最高点
を表示する点を測定温度としたが、いずれも端子と基板間の
図５

接続部の温度が最高温度を示していた。温度上昇は電流を

発熱温度測定方法の概略図

流し始めてから 60 〜 120 分程度で安定した。300 cNm（適
表３
適正値（m Ω）
M3.5

0.40（80 cNm）

M4

0.87（100 cNm）

M5

4.93（300 cNm）

各ねじの緩み−最大抵抗値（図６、図７、図９）
1 cNm までの最大
抵抗値（m Ω）

1 cNm 未満の最
大抵抗値（m Ω）

1.70（1 cNm）

63.17（180°）

4.25 倍 / 適正値

157.92 倍 / 適正値

1.87（1 cNm）

52.30（180°）

2.15 倍 / 適正値

60.35 倍 / 適正値

20.87（3 cNm）

40.83（990°）

4.23 倍 / 適正値

8.28 倍 / 適正値

※（ ）内は最大値を示し
た時のトルク値

※（ ）内は最大値を示し
た時の回転角度
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図６

図７

締め付けトルク−抵抗値（M3.5、M4）

締め付けトルク（1 〜 100 cNm）−抵抗値（M5）

図８

トルク−回転角度
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図９

図 10

回転角度−抵抗値

ねじの緩みと発熱温度（10A10V）

図 11

抵抗値−発熱温度

― 6 ―
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正トルク値）から 10 cNm までのトルク値では温度上昇に大

際の測定では、２で述べたように接触抵抗以外の金属部分

きな差は見られず、1 cNm で約 10℃適正トルク値から温度上

の抵抗値も含まれているため、接触抵抗以外の金属部分の

昇し、回転角 360°
では適正値から約 32℃温度上昇がみら

抵抗値をγとすると、式⑵は式⑼で表される。

れた。
R 合計 =R 配線＋ R 端子＋ R ねじ＋ R 基板＋ R 接

また、発熱量は式⑷で表されるが、これが接続部の表面
温度をいかに上昇させるか調べるため、4．1 で計測した各緩

=R 配線＋ R 端子＋ R ねじ＋ R 基板＋β /T

みの抵抗値と 4．2 の熱画像カメラで測定した表面温度の最

= β /T ＋γ … ………………………

式⑼

高温度を対応させ、図 11 のようにプロットした。図 11 の作
成において、適正トルク及び 1 cNm では図 7 及び図 10 から、

ただし、γ＝ R 配線 ＋ R 端子＋ R ねじ＋ R 基 板 である。この式⑼

回転角度 360°
では図 9 及び図 10 からそれぞれ抵抗値と最

のβ、γに適当な値を入れた反比例曲線を実験結果図６、図

大表面温度を抽出している。その結果、抵抗値変化と表面

７に重ねると、どの結果も反比例グラフとよく一致した（図 12

温度は比例相関が見られた。

〜図 14）
。ただし、γは適正トルク値での抵抗値を、βは反

５．考察

とから、1 〜 10 cNm を境にした抵抗値の上昇は、締め付け

5.1

トルク T と接触抵抗 R 接が反比例関係であることが理由と考

5.1.1

比例曲線が各グラフとおおよそ近づく値に設定した。このこ

抵抗値測定
トルク−回転角度について

えられる。

M3.5、M4、M5 の各々の適正トルクから 1 cNm まで緩ん

5.1.3 回転角度−抵抗値について

だ時の回転角は M4 のみ約 30°
と、M3.5、M5 の約 135°
に

先に述べたように、回転角度を大きくしていく時の抵抗値

比べて角度が小さかった。これは M3.5、M5 が座金組込式

のばらつきは、
金属表面はミクロにみると完全に平坦ではなく、

のねじであるのに対し、M4 のみ座金が入っていないことが理

凹凸があるため、一見接触しているようでも微妙な接触具合

由であると推察される。ねじと基板の間に座金やワッシャーな

で接触面積 S’ が変化するために生ずると考えられる。トルク

どの緩衝材があることによって、締め付けトルクが開放される

がかからなくなるということは、接触荷重から解放されるとい

までの回転角度を広げる作用があると考えられる。

うことであり、端子のずれや傾きで極端に接触面積が減ると

5.1.2 トルク−抵抗値について

推測される。このため、90 〜 180°
のトルクがかからない（＝

1 〜 10 cNm を境に抵抗値が上昇した理由を金属表面に着

端子に接触荷重がかからない）領域ではある回転角度以上

目して考察する。金属表面はミクロにみると凹凸があり、接

で急激に抵抗値が上昇し、ねじの回転角度と抵抗値がばら

触表面は見かけの接触面積より実際に接触している面積が小

ばらな値をとるものと思われる。

。また、接続部をねじで締め付
さくなることが知られている９）

5.2 接続部の温度上昇

けると、ねじと基板の間に接触荷重がかかり、金属表面の凹

5.2.1 緩み−温度上昇について

凸の部分が潰れて接触面積が増加し、緩むと反対に接触面

M5 ねじの接続部について図 11 の表面温度と抵抗値の近

積が減少する。この締め付けトルクと接触荷重には線形性が

似曲線から、樹脂等が引火する 300℃となるような理論抵抗

。ただし、線
あり６）、接触荷重と接触面積も線形性を持つ 10）

値を求めると、約 0.15 Ωとなる。これは適正トルクでの抵抗

形関係が成り立つのは金属の弾性限界を超えない接触荷重

値の約 30 倍であるが、今回抵抗測定を行った範囲では最高

がかかる領域である。

でも回転角度 990°
で約 0.04 Ωであり、出火に至るとは考え

これらのことから、締め付けトルク T［Nm］と接触面積 S’
［m ］には線形関係が成り立つと仮定し、

づらい。また、近似曲線を作成するにあたり、抵抗値の測定
と発熱温度の測定を同時にできていないこと、トルクがかか

2

らない回転角度の緩みでは抵抗値が変動することから、近
T ＝α S’

……………………………………

式⑺

似曲線を実用できるかどうか、今後詳細に実験をする必要が
ある。
5.2.2 出火可能性

と表せるとすると、式⑶は式⑻で表される。

表３より、抵抗値は 100 倍以上の値になることもあり、抵
R 接 =ρ’ Δ L/S’

抗値の変化が発熱に寄与しているといって差し違えない。し

= αρ ’Δ L/T
= β /T

… ………………………………

かし、トルク計測可能領域程度での緩みではせいぜい抵抗
式⑻

値が数倍になる程度であった。実際の接触部過熱が再現さ
れるにはトルクがかからない程度、具体的には 1 cNm 以下で

ただし、β = αρ ’Δ L であり、α、βは定数である。これは

あり、回転角度で言えば適正締め付け位置からおおむね 90

抵抗値が締め付けトルクに反比例することを表す。また、実

〜 180°
以上緩み、ミクロに見た接触部がどのように接触して

― 7 ―

消防研究所報告

第 125 号

2018 年 9 月

図 12

図 13

図 14

M3.5 反比例グラフ

M4 反比例グラフ

M5 反比例グラフ（トルク範囲 1 〜 100 cNm）
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いるかわからないほど緩んでいる状況で異常発熱が起きやす
いと推察できる。また、1 〜 10 cNm という値はねじを手で軽
く仮締めできる程度の小さいものであるので、実際の火災原
因となるような緩みはねじ頭が正常ねじと比べて目視でわか
る程に飛び出ているような、明らかなものが多いと思われる。
６．まとめ
配線器具に接続したねじ M3.5、M4、M5 では、締め付け
トルク値 1 〜 10 cNm を境に抵抗値が大きく変化し、接続部
の表面温度も適正トルク値での温度よりも大きくなった。この
トルク値は手でねじを回して仮締めできる程度の小さい値で
あり、本実験から、実際の火災での接触部過熱では相当な
緩みが生じていることが予想される。本実験では出火に至る
ケースはなかったため、今後、様々な配線器具、ねじ径及び
電流値等でより詳細に実験し、電線被覆等への着火可能性
や緩みの原因となる事象等を検討する。
参考文献
１）東京消防庁予防部調査課編：火災の実態（昭和 52 年
版〜平成 29 年版）
２）防災行政研究会編：火災報告取扱要領ハンドブック、
別表第 3 出火原因分類表、東京法令出版、2017
３）堀田悦博：亜酸化銅増殖発熱現象について、火災誌
第 24 巻 1 号、pp.52-58、1974
４）内田稔、他：コードの接続不良による過熱並びに差
込プラグの抜き差し実験について、消防科学研究所報
18 号、pp.8-16、1981
５）柳原洸明、他：接触部過熱の再現に関する検討、平
成 26 年 度 火 災 学 会 研 究 発 表 会 梗 概 集、pp.144-145、
2014
６）新宮

博康、他：ねじ締めによる導体接続部の発熱

に関する研究（第 1 報）、愛知工業大学研究報告第 19
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Fundamental Study on the Contact Portion Overheating Caused by Screw
Loosening

（Abstract）
Takafumi Matsuzaki and Hiroyuki Tamura

（Accepted August 28, 2018）

According to the data of the Tokyo Fire Department, the number of electric fires from contact portion
overheating of wiring equipment is large.
Therefore, we studied on the contact portion overheating by investigating the relationship between
the screw loosening of wiring equipment and resistance values and between the screw loosening and the surface
temperature of contact portion of screwed substrate when electric current was flowed.
In some screw-connected wiring equipment (screw diameter is M3.5, M4 and M5), resistance values
increased between torque values of 10 cNm to 1 cNm as torque values became smaller than proper values. In
addition, the maximum surface temperature of the screwed substrate when electric current flowed, also became
high in the same manner.
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技術報告

アルキルアルミニウムの消火実験について
鈴木

健

（平成 30 年 8 月 29 日

受理）

アルキルアルミニウムが漏洩し、火災になった場合の対処法に関する知見を得るため、消火実験を
行った。過去の文献に記載されているように、水を使用すると、アルキルアルミニウムと水は激しく反
応した。パーライトは比較的少ない量で被覆できたが、被覆後に再出火する場合があった。アルキレッ
クスを使用した場合、AC ライト、ABC 消火薬剤、乾燥砂よりも少ない量で被覆できた。

１．まえがき

1.2 アルキルアルミニウムが関係した災害事例

1.1 アルキルアルミニウムの性質

1.1 で示したような性質を有しているため、アルキルアルミニ

アルキルアルミニウムには以下のような性質がある 。

ウムが配管、タンク等から空気中に漏洩した場合には、自然

１）

・200℃以上に加熱すると、段階的に熱分解を起こし、金属
アルミニウムと水素とアルケンになる。

発火することがある。表 2 にアルキルアルミニウムが関係した
災害事例を示す。

・トリアルキルアルミニウムとアルキルアルミニウムハライド

1.3 アルキルアルミニウム火災の消火について
アルキルアルミニウム火災の消火について、秋田ら 15）は以下

は、酸素と容易に反応する。特にブチルより低級なものは
室温でも空気と触れれば激しく反応して自然発火する。

のように述べている。

徐々に酸化させると、段階的に酸化されてアルコキシアルミ

・効果のある方法は、液体を被覆すること及び吸収させること
である。

ニウムになる。アルコキシアルミニウムが加水分解すると、

・砂、珪藻土などのアルキルアルミニウムに不活性な物質は、ア

第1アルコールと水酸化アルミニウムが得られる。

ルキルアルミニウムより比重が大きいので、液中に沈み、液

・水、酸、アルコール、第一アミン、有機酸などの化合物と反

体を吸収できる。ただし、乾燥していること。

応して飽和炭化水素を発生し、炭素とアルミニウムの間の
結合が切れる。水と反応すると、飽和炭化水素と水酸化ア

・カサ比重が0.11以下のものはアルキルアルミニウムの上に浮
き、空気を遮断できる。

ルミニウムができる。水との反応は非常に激しく爆発的で

・いずれの場合でも、不活性な物質はアルキルアルミニウムの

あるので、消火に水を使用することができない。

8〜10倍の量を必要とする。

・アルキルアルミニウムはハロゲンと反応し、ハロゲン化アル

・不活性な物質で被覆したとしても、
その下には活性なアルキ

ミニウムとハロゲン化アルキルになる。

ルアルミニウムが存在する。不活性な物質で希釈し、ゆっく

・アルキルアルミニウムは二酸化炭素と反応し、カルボン酸あ

りと攪拌し、緩やかに燃やす。または、吸収させた物質を金

るいは第3アルコールになる。

属缶に移し適当な場所に捨てる。

・アルキルアルミニウムは高いエネルギーを有し、燃焼速度
が速いため、ジェット燃料やロケット燃料として使用可能で

1.4 本研究の目的
1.1 で示したようにアルキルアルミニウムは、消火の手段とし

ある。低級アルキルアルミニウムは、燃料の着火性をよくす
る。

て通常使用されるもの（例えば、水）と反応する。そのため、

松永２、３）によると、アルキルアルミニウムは分解し、水酸

火災になった場合、通常の消火のための手段が使用できず、

化アルミニウムを析出する。水酸化アルミニウムは水の発生

対処が困難になることがある。公設消防機関がアルキルアル

源になる。水酸化アルミニウムとアルキルアルミニウムは爆発

ミニウムの火災に対処する際に参考にするための情報を得る

的に反応する。トリエチルアルミニウム、水、水酸化アルミ

ために、小規模な火災実験を行った。この実験は横浜市消

ニウムの混合反応により鋼管が破壊された４、５）。

防局と共同で行った。

表 1 に代表的なアルキルアルミニウムの性質を示す。
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表１
物質名
トリメチルアルミニウム
トリエチルアルミニウム
トリ -n- プロピルアルミニウム

代表的なアルキルアルミニウムの性質６）
分子量

沸点 *
℃

（CH3）3Al

72.1

127.1

15.3

略記号

分子式

TMAL

融点
℃

比重

外観

0.748** 無色の液体

TEAL

（C2H5）3Al

114.2

186.6

-45.5

0.832** 無色の液体

TNPRAL

（C3H7）3Al

156.3

196.0

<-60

0.821** 無色の液体

トリイソブチルアルミニウム

TIBAL

（i-C4H9）3Al

198.3

分解

1.0

0.788*** 無色の液体

ジエチルアルミニウムクロライド
または
塩化ジエチルアルミニウム

DEAC

（C2H5）2Al Cl

120.6

214.1

-74

0.971** 無色の液体

エチルアルミニウムジクロライド
または
二塩化エチルアルミニウム

EADC

C2H5Al Cl2

127.0

194.0

22

DEAL-H

（C2H5）2Al H

86.1

227.4

-59

0.794** 無色の液体

EASC

（C2H5）3Al2 Cl3

247.5

211.8

-21.3

1.096** 無色の液体

水素化ジエチルアルミニウム
エチルアルミニウムセスキクロライド
または
セスキ塩化エチルアルミニウム
* 760 mmHg における値

** 25℃における値     ***20℃における値

表２
№

年

1.232** 無色の結晶性固体

災害事例

月 都道府県

概要

出典

16-1

2016 11

大分

ポリプロピレン製造装置において、配管に設置されていたフィルターを交換後、機器の窒素パー
ジを行っていたところ、接続していた酸素濃度計が焼損した。
原因については以下のように推定された。交換作業中は、配管は縁切りされていたが、縁切りし
ていた弁のシール性に不具合があった。少量のトリエチルアルミニウムが、窒素パージしたガス
と共に空気中に漏れ、発火した。

7

13-1

2013

8

山口

ポリエチレン製造装置のアルキルアルミ建屋 ( 触媒供給設備 ) において、作業員が、アルキルア
ルミコンテナの交換のため、アルキルアルミコンテナの接続配管を切り離したところ、接続配管
のフランジ部から内容物のトリエチルアルミニウムが漏洩し、発火した。
アルキルアルミコンテナ内のトリエチルアルミニウムの残量は 658 kg であった。
自衛消防隊と公設消防機関が，延焼防止のため、周辺施設等に散水を行った。漏洩したトリエチ
ルアルミニウムは、全量燃焼させた。
火災発生から鎮火まで、約 8 時間を要した。
アルキルアルミ建屋 29 m2、建屋内の触媒供給装置、トリエチルアルミニウム 118 kg が焼損した。
原因については以下のように推定された。アルキルアルミコンテナ側の元弁が閉められず、また、
アルキルアルミコンテナの脱圧に必要な弁が閉止されていた。そのため、フランジボルトを緩め
た際に、アルキルアルミコンテナ内からトリエチルアルミニウムが漏洩した。
出火前に行われた作業の内容は、定められたアルキルアルミコンテナ取り替え手順とは異なって
いた。
なお、公設消防機関は、一般加入電話により覚知した。

7
8

12-1

2012

7

大分

ポリエチレン樹脂を製造する工場において、配管のねじ込み継ぎ手部から、少量のエチルアルミ
ニウムセスキクロライドが漏洩し、発火した。

7

7

岡山

廃油処理施設において、廃油をロータリーキルンに送油し、燃焼させていた。アルキルアルミ廃
油の配管の詰まりを除去しようとしたところ、アルキルアルミ廃油 * が噴き出し、作業員の衣服
に着火し、作業員 1 名が重症になった。床面も延焼した。
* 第 1 石油類

7

9

大阪

シリンダー容器 * に、製品のアルキルアルミニウムを 1350 kg 充填した。シリンダー容器と送液
配管の切り離し作業を行っていたところ、シリンダー容器に充填したアルキルアルミニウムが漏
洩し、発火した。
火災発生から約 4 時間後に鎮火した。
シリンダー容器に充填したアルキルアルミニウム 1350 kg が焼損した。製品充填室 3 室の内、2
室が焼損した。シリンダー容器 1 基が焼損した。
シリンダー容器の元バルブを開けた状態で、送液配管の窒素パージを行った後、窒素注入側配管
のバルブを開いたため、シリンダー容器内からアルキルアルミニウムが容器外に漏洩したと推定
された。
* 鋼製、容量 1550 リットル

7

12-2

11-1

2011
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10-1

2010

5

山口

ポリプロピレンを製造する施設において、トリメチルアルミニウム約 0.2 kg が、20 号タンク受け
入れ配管のバルブ付近から漏洩し、発火した。
保温材の一部が焼損した。

7

09-1

2009

8

大阪

アルキルアルミニウムを製造する工程において、遠心分離機に窒素を送るためのフレキシブルホー
スが破損し、粗トリエチルアルミニウム約 25 ミリリットルが漏洩し、発火した。

7

07-1

2007 12

山口

製造所の定期修理後に、立ち上げ運転作業として、反応槽から蒸留装置へトリエチルアルミニウ
ムを液送した。その後、蒸留装置の循環配管にトリエチルアルミニウムを液送していたところ、
配管が破裂した。漏洩したトリエチルアルミニウムが発火した。
近くで作業していた作業員 3 名が重症、1 名が中等症となった。循環ポンプ 2 基、周辺の工場 80
m2 が焼損した。

7

03-1

2003 12

大阪

トリエチルアルミニウムをシリンダー容器 * に充填していたところ、大気放出口からトリエチル
ルミニウム約 140 リットルが漏洩し、発火した。
原因については以下のように推定された。シリンダー容器にトリエチルアルミニウムが過剰に充
填された。シリンダー容器から通気ラインに流入し、シールポットを経由し、シールオイル ** と
共にトリエチルアルミニウムが大気放出口から漏洩した。
* 容量 1550 リットル
** 第 3 石油類

7

02-1

2002

6

大阪

シリンダー容器 * に残ったトリエチルアルミニウムを、スロップラインを経由し、タンクに回収
した。その後、スロップラインと接続していたフレキシブル配管内のトリエチルアルミニウムを
除去するために、窒素ブローを実施した。フレキシブル配管を取り外す作業を開始したところ、
フレキシブル配管内に残っていたトリエチルアルミニウムが，配管から漏洩した。漏洩テストに
使用した灯油を受けるために使用した受け皿が、フレキシブル配管の直下におかれていたために、
漏洩したトリエチルアルミニウムが受け皿内に落下し、灯油と共に燃焼した。
スロップラインの配管が焼損した。
窒素ブローが不十分であったために，配管内にトリエチルアルミニウムが残ったと推定された。
* 容量 1330 リットル

7

5

茨城

ポリプロピレン製造プラントの定期修理中に、プラント反応器から圧縮器へのライン中の未反応
ガス回収圧縮器サクションガードフィルターの点検清掃のため蓋を開放したところ、フィルター
内部において白煙が発生した。作業員が防炎シートをかぶせたが、樹脂製のフィルターから火炎
があがり、防炎シートに燃え移った。
原因については以下のように推定された。フィルターに付着していたトリエチルアルミニウムの
量が多かった。蓋を開けた際にトリエチルアルミニウムが発火し、フィルターにも着火した。
事後聞知であった。

7

02-2

01-1

2001

4

茨城

ポリエチレン製造プラントにおいて、アルキルアルミニウムのイソペンタン希釈溶液 * を、屋外
タンク貯蔵所から触媒計量槽に受け入れていたところ、ベント弁 ** から発火した。
原因については以下のように推定された。触媒計量槽の圧抜きのため、ベント弁を開放していた。
触媒計量槽への受け入れ中に、担当者が現場を離れた。ベント弁から、アルキルアルミニウムの
イソペンタン希釈溶液がオーバーフローし、発火した。
* 濃度 20%
** 触媒計量槽から触媒合成槽へとつながるラインの間から大気へ分岐する弁

7

96-1

1996

7

大阪

化学会社に、アルキルアルミニウム製造工程、マルチ工程 *、両工程を処理する分解工程があった。
マルチ工程において、水素化反応器で有機金属化合物を製造中に、反応器が破裂し、火災が発生した。
火災発生から鎮火まで約 13 時間を要した。公設消防機関は、鎮火後も警戒態勢をとり、火災発
生の翌々日までパトロールを実施した。
以下のような人的被害が出た。
・爆発により、発災プラント周辺で作業していた従業員等の内1名が重傷になり、11名が軽傷に
なった。
・自衛消防隊の1名が軽傷になった。
以下のような物的被害が出た。
・マルチ工程(160 m2の鉄骨造3階建)が全焼し、全壊した。破裂した反応器は、耐圧10 MPa、設計
温度230℃、内容積約1 m3であった。破壊圧力は46〜50 MPaと推定された。反応器の下部(約2500
kg)は、75 m飛んだ。反応器の予備ノズル(約10 kg)は680 m飛び、隣接会社の敷地に落下した。
・実験室(22 m2)が全焼した。
・コンプレッサー室(47 m2)半焼
・アルキルアルミニウムコンテナ置き場のシリンダー約20基が焼損した。
・隣接工場の壁等が破損した。
・爆風により、半径約1 kmの範囲において、公共施設、一般住宅等で、窓ガラス等が破損した。
原因については以下のように推定された。破裂した反応器では、切り替え生産方式で 2 種類の還
元剤 ( 有機金属化合物 ) を製造していた。生産切り替えの際に、反応器の洗浄が不十分であった
こと等により、切り替え前の化学物質が反応器の壁に付着、残留した。切り替え後の生産の際に、
発熱分解反応があり、急激に圧力が上昇した。
* 反応器が 5 基あり、複数銘柄の製品を製造する。

7
9
10
11
12
13
14
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85-1

1985 10

山口

化学工場の実験棟分析室において、トリメチルアルミニウムの 100 リットルボンベから 10 リッ
トルボンベに小分けし、移し替える作業を開始した。開始から約 1 時間半後に、100 リットルボ
ンベの主バルブの不調を発見し、移し替える作業ができなくなった。ボンベを実験棟屋外の倉庫
付近に移動した。ボンベ上部に塩化ビニル製の袋をかぶせ、ガムテープで固定した。窒素ガスを
塩化ビニル製の袋の内部に送り、窒素置換の作業を行った。塩化ビニル製の袋の外部から手作業で、
バルブの分解作業を始めた。ボンベからトリメチルアルミニウムが漏洩し、発火した。
公設消防隊員 9 名が出動した。自衛消防隊員 23 名が出動し、4 種大型消火器 11 基を使用し、ひる石、
パーライト等 3000 リットルを使用した。
鎮圧後の再燃防止、処理作業等に長時間を要した。
トリメチルアルミニウム 100 リットルボンベ 1 本、トリメチルアルミニウム 98 リットル、資機
材倉庫 18 m2 の一部 5 m2 が焼損した。
発災場所は、無許可施設であった。

7

76-1

1976 11

岡山

化学工場において、アルキルアルミニウムのボンベ *5 本をフレキシブルチューブに 1 本ずつ接続
し、タンクへの送液を開始した。アルキルアルミニウムがフレキシブルホースの端部から漏洩し、
発火した。
アルキルアルミニウム約 1 リットルが焼損した。
事後聞知であった。
* 1342 リットル入り

7

70-1

1970

1

大阪

ポリプロピレン製造プラントにおいて、タンクコンテナから屋外タンク貯蔵所に、ジエチルアル
ミニウムクロライドを充填する作業を行っていた。作業中に、タンクコンテナのプラグ座が外れ、
ジエチルアルミニウムクロライドが漏洩し、発火した。
自衛消防隊が出動したが、注水できないため、現場で待機した。現場に到着した公設消防機関は、
2 隊が火点南側にある液化ガス屋外タンクの冷却作業を行い、4 隊が注水体勢をとり待機し、ア
ルキルアルミニウムを製造する事業者からバーミキュライト 30 キロキットルを入手し、消火活
動を行った。
配管、タンク *1 基、ジエチルアルミニウムクロライド 1500 リットルが焼損した。
* 1.5 m3

7

7

大阪

化学会社において、エチルアルミニウムジクロライドの屋外タンクのフレキシブルパイプから漏
洩し、発火した。
自衛消防隊が、第 4 種粉末消火器 21 基、第 3 種粉末消火器 70 本、化学車のドライケミカル 1 ト
ンを使用し、火勢を押さえ、バーミキュライト 600 本で漏洩箇所を囲んだ。現場に到着した公設
消防機関は、火点から 50 m 付近で消火体制をとり、待機した。
屋外タンクの保温材、エチルアルミニウムジクロライド 110 リットルが焼損した。

7

70-2

２．実験装置及び方法

は、二流体消火ノズル 16）を使い、金属容器に向けて噴霧と

3Al）
実験にはトリエチルアルミニウム（化学式（C2H5）
とエチ

して放射した。水の使用量は毎分 40 リットルである。水以外

3Al2 Cl3）
の2
ルアルミニウムセスキクロライド（化学式（C2H5）

については、金属製の柄杓、金属製のシャベル、小型のバケ

種類のアルキルアルミニウムを使用した。トリエチルアルミニウ

ツを使い、アルキルアルミニウムが飛散しないように、静かに

ムを試料 A、エチルアルミニウムセスキクロライドを試料 B と

金属容器内に投入した。消火作業の担当者は、
安全のために、

する。どちらも、製造メーカーから入手したものを希釈せずに

耐火服を着用した（図 2）
。

使用した。アルキルアルミニウムの小型容器から、直径 6 mm

実験は排煙処理設備を備えた実験室内で行った。実験室

の銅管を通して、蓋付きの金属容器（直径 60 cm、深さ 15

の大きさは、幅 25 m、奥行き 25 m、高さ 22 m である。排

cm）内にアルキルアルミニウム 250 g を注入し、注入が終わっ

煙処理能力は 90000 m3/h である。実験の様子は、デジタル

たら、蓋を取った。この時には、ほとんどの場合、有炎燃焼

カメラ、ビデオカメラ、熱画像カメラで記録し、解析した。
なお、最近になってアルキルアルミニウム類用火災抑制剤

していた（図 1）
。消火作業には、①パーライト、② AC ライト、
③ ABC 消火薬剤、④アルキレックス、⑤水、⑥乾燥砂を使

。しかし、本実験を行った際には入手でき
が開発された 17-20）

用した。①から④の外観は、粉状である。パーライトは、ガラ

なかった。

ス質火山岩である真珠岩または松脂岩を粉砕、加熱、膨張
させたもので、主成分は SiO2、Al2O3 である。流出油の吸

３．結果及び考察

収剤として使用されている。AC ライトは、珪藻土を粉砕して、

主要な結果を表 3 に示す。使用した消火手段の量を図 3

焼成したもので、主成分は SiO2、Al2O3 である。流出油の吸

に示す。ただし、水を使用した場合の結果は図 3 から除いた。

収剤として使用されている。アルキレックスは、アルキルアルミ

消火作業の様子を図 4 から図 9 に示す。

ニウム用の消火薬剤として市販されているもので、主成分は

水による試料 B の消火作業の様子を図 8 に示す。水を使

炭酸水素塩類、Al O である。水を消火作業に使用する際に

用した場合、噴霧が金属容器内に入ると、激しく反応した。

2

3
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（a）
アルキルアルミニウムの小型容器から、
銅管を通して、試料を送る。

（b）
蓋付きの金属容器に注入する。

（c）
注入が終わったら、蓋を取る。

図１

試料を金属容器に移す作業の様子

図３
図２

耐火服を着用した消火作業の担当者

消火手段

使用した消火手段の量

①パーライト

② AC ライト

④アルキレックス
― 15 ―
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表３

消火作業の概要

試料

消火手段

t1, s

M1, g

消火作業後の様子

A

①

85

640

被覆されているが、表面の見かけの温度が高い。時々、火炎が表面上に見える。
棒で攪拌すると有炎燃焼になった。

A

②

123

3710

被覆されているが、表面の見かけの温度は時間の経過と共に上昇した。
棒で攪拌すると、白煙が激しく出た。

A

③

51

4300

被覆されていて、表面の見かけの温度は上昇しなかった。
棒で攪拌すると、白煙が出た。

A

④

65

2146

被覆されていて、表面の見かけの温度は上昇しなかった。
スコップで攪拌すると、白煙が出た。

A

⑤

25

噴霧が金属容器内に入ると、激しく反応した。
放水を続けると火炎が小さくなり、やがて試料が燃え尽きた。

A

⑥

60

9195

被覆されていて、表面の見かけの温度は上昇しなかった。
棒で攪拌すると、白煙が出た。

B

①

22

581

被覆されているが、一部で表面の見かけの温度が時間の経過と共に上昇した。
スコップで攪拌すると白煙が激しく出て、数秒で有炎燃焼になった。
図4

B

②

87

6442

被覆されていて、表面の見かけの温度は上昇しなかった。
スコップで攪拌すると、白煙が激しく出た。
図5

B

③

45

1700

被覆されているが、一部で表面の見かけの温度が高かった。
スコップで攪拌すると、白煙が出た。
図6

B

④

33

B

⑤

13

B

⑥

54

1280

被覆されていて、表面の見かけの温度は上昇しなかった。
スコップで攪拌すると、白煙が出た。
図7
噴霧が金属容器内に入ると、激しく反応した。
放水を続けると火炎が小さくなり、やがて試料が燃え尽きた。
図8

3376

被覆されているが、一部で表面の見かけの温度が時間の経過と共に上昇した。
スコップで攪拌すると白煙が出た。
図9

t1：消火作業を始めてから終了するまでの時間
ただし、水を使用した場合、実際に放水した時間
M1：使用した消火手段の量
試料 A：トリエチルアルミニウム  B: エチルアルミニウムセスキクロライド
消火手段 ①パーライト ② AC ライト ③ ABC 消火薬剤 ④アルキレックス

放水を続けると火炎が小さくなり、やがて試料が燃え尽きた。

⑤水

⑥乾燥砂

と考えられたので、煙が出なくなるまでゆっくり攪拌した。

1.1 で述べた「水との反応は非常に激しく爆発的である」とい

パーライトによる試料 B の消火作業の様子を図 4 に示す。

うことを再現する結果だった。水以外を使用した場合、消火

表 3 と図 3 が示すように、パーライトを使用した場合、約 600

手段を投入すると、一時的に火勢が強くなり、火炎が大きくな

g で被覆することができた。AC ライト、ABC 消火薬剤、ア

り、煙が多く発生した。投入を継続すると、表面が被覆され、

ルキレックス、消火砂では、被覆するために 1.2 kg 以上使用

火炎が小さくなった。さらに投入を継続すると、火炎が見えな

した。パーライトを使用した場合、AC ライト、ABC 消火薬

くなった。被覆した下には、アルキルアルミニウムが存在する

剤、アルキレックス、消火砂を使用したよりも少ない量で被覆
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t=-1 s

t=0 投入開始

t=1 s

t=4 s

t=18 s

t=24 s

t=46 s
表面のみかけの温度が上昇した。

被覆後に攪拌すると有炎燃焼になった

図４

消火作業の様子

試料 B、消火手段：パーライト、t1=22 s
左：通常のビデオ画像、右 : 熱画像、t：消火作業開始からの時間
― 17 ―

消防研究所報告

第 125 号

2018 年 9 月

することができた。しかし、パーライトを使用して試料 A を被

た後に、表面の見かけの温度は上昇しなかった。

覆した場合では、被覆した後の表面上に火炎が見えた。試料

ABC 消火薬剤による試料 B の消火作業の様子を図 6 に

B では、被覆した後に、熱画像カメラが示した表面の見かけ

示す。ABC 消火薬剤を使用した場合、試料 A を 4300 g で

の温度が上昇した。どちらの試料でも、被覆後に攪拌すると

被覆した後、表面の見かけの温度は上昇しなかった。試料 B

有炎燃焼になった。なお、パーライトでの被覆後に再発火す

を 1700 g で被覆した後に、表面の見かけの温度が高い箇所

る可能性については文献 21 で指摘されている。

があった。

AC ライトによる試料 B の消火作業の様子を図 5 に示す。

乾燥砂による試料 B の消火作業の様子を図 9 に示す。乾

AC ライトを使用した場合、試料 A を 3710 g で被覆した後、

燥砂を使用した場合、試料 A を 9195 g で被覆した後、表面

表面の見かけの温度が上昇した。試料 B を 6442 g で被覆し

の見かけの温度は上昇しなかった。試料 B を 3376 g で被覆

t=0 投入開始

t=1 s

t=22 s

t=87 s

被覆後に攪拌すると多量の煙が発生した

図５

消火作業の様子

試料 B、消火手段：AC ライト、t1=87 s
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した後に、表面の見かけの温度が高い箇所があった。

す。表 3 と図 3 が示すように、アルキレックスを使用した場合、

被覆はできたが、熱画像カメラで観察すると、表面のみか

試料 A を 2146 g で被覆することができ、試料 B を 1280 g

けの温度が高い箇所がある場合があった。また、被覆後に表

で被覆することができた。AC ライト、ABC 消火薬剤、乾燥

面のみかけの温度が上昇することがあった。これらのことは、

砂では、試料 A を被覆するために 3.7 kg 以上使用した。試

試料 A と試料 B では反応性が異なるが、使用する消火剤の

料 B を被覆するために 1.7 kg 以上使用した。アルキレックス

量が少ないと、被覆はでき、火炎は見えなくなっても、空気が

を使用した場合、AC ライト、ABC 消火薬剤、乾燥砂よりも

消火剤を透過し、アルキルアルミニウムの反応が継続すること

使用量が少ないにも関わらず、被覆した後に、表面の見かけ

を示唆している。

の温度が上昇しなかった。

アルキレックスによる試料 B の消火作業の様子を図 7 に示

t=0 投入開始

t=1 s

t=17 s

t=45 s
被覆したが、表面にみかけの温度が高
いところがある。

被覆後に攪拌すると多量の煙が発生した

図６

消火作業の様子

試料 B、消火手段：ABC 消火薬剤、t1=45 s
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t=0 投入開始

t=2 s

t=19 s

t=55 s

被覆後に攪拌すると煙が発生した

図７

消火作業の様子

試料 B、消火手段 : アルキレックス、t1=33 s
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t=-1 s

t=0 放水開始

t=1 s

t=4 s

t=6 s

t=8 s

t=13 s

図８

消火作業の様子

試料 B、消火手段：水噴霧、t1=13 s
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t=0 投入開始

t=1 s

t=30 s

t=56 s
被覆したが、表面にみかけの温度が
高いところがある。

t=79 s

被覆後に攪拌すると煙が発生した

図９

消火作業の様子

試料 B、消火手段：乾燥砂、t1=54 s
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An Experimental Study on Extinction of Alkylaluminum Compounds Fires

（Abstract）
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Alkylaluminum compounds are used in the chemical industries as catalysts in many organic reactions. On
contact with air they lead to self-ignition. Experiments on extinguishment of alkylaluminum compounds fires were
done to get information on what to do about ignited alkylaluminum compounds. Water mist, perlight, alkylex, AC
light, ABC powder, or dry sand was applied to alkylaluminum compounds burning in a metal pan. When water
mist was applied to alkylaluminum compounds fires, the reaction with water was violent as shown in previous
literatures. Burning alkylaluminum compounds was covered by applying comparatively small amount of perlight
though reignition occurred. The amount needed for covering burning alkylaluminum compounds by applying alkylex
was smaller than that needed for covering burning alkylaluminum compounds by applying AC light, ABC powder,
or dry sand.
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技術報告

自律型無人飛行船を用いた災害監視システムとその飛行制御技術の研究開発
佐伯

一夢、新井場

公徳、深尾

隆則＊、浦久保

（平成 30 年 9 月 4 日

孝光＊＊、天野

久徳

受理）

本稿では、自律型無人飛行船を用いた災害監視システムと、災害監視を行う上で有効となる機体の制
御技術の研究開発状況について、平成 25 年度に実施した飛行制御実験の結果をもとに紹介する。特に、
災害時に無人飛行船を用いて偵察活動を行うために有効となる、機体の位置と姿勢の制御技術と、自律
飛行中に撮影した画像を用いて地表の三次元モデルの構築を行った結果について述べる。

１．はじめに

のほか、
平成 28 年12月糸魚川市大規模火災においてもドロー

地震や津波などの大規模災害時に、災害現場での適切な

ンによる鎮火後の被害状況確認が行われるなど、災害時にド

活動方針（災害の拡大傾向の有無の判断、重点的な活動地

。また、平成 29 年 6 月に消防
ローンが活用されてきている２）

域の決定、注力すべき災害種別の理解、必要とする人員など

本部に対して実施したアンケート調査の結果、70 カ所の消防

の内容と量の決定など）の決定を行うためには災害の全体像

本部でドローン（4 つ以上のロータによって飛行するマルチロー

。東
をできるだけはやく、正確に把握することが重要である１）

タ型のもの）が導入されていることが確認されており２）、今後

日本大震災においても、被害が極めて甚大であったこと、電

も継続的に消防分野における無人航空機の需要の増加が見

話網および消防無線通信網の被害のため、全体像の把握に

込まれることから、災害現場で安全かつ効率的な偵察活動

時間を要したとされており１）、迅速に詳細な情報を得られるシ

を実現するための技術が必要である。

ステムの開発が必要である。災害の全体像の把握には、上空

このような背景をふまえ、著者らの研究グループ（以降、本

からの俯瞰的情報が有効であり、近年では、その一手段とし

研究グループと呼ぶ）では、航空機の中でも輸送効率が高く、

て（マルチロータ）ドローンなどの無人航空機を用いた上空か

被災者に対して安全に低速・低空飛行が可能な飛行船に注

らの活動が期待されている。平成 28 年熊本地震では、
ドロー

目し、図１のような自律型の無人飛行船を用いるシステムを提

ンによる行方不明者の捜索が行われ、平成 29 年 7 月九州北

。本システムは、機体に搭載した GNSS（Global
案している３）

部豪雨では、緊急消防援助隊の活動にあたりドローンによる

Navigation Satellite System）の情報をもとに災害地上空を

道路閉塞状況や流木の流出範囲の確認などが行われた。そ

網羅的かつ確実に自律飛行しながら地上の情報収集を行い、
被災直後の三次元データとして提示することを目的としてい
る。
本稿では、無人航空機の種類と特徴を整理し、それぞれ
の機体を用いた災害監視活動への適性について述べ、本研
究グループで提案する自律型無人飛行船を用いた災害監視
システムと、災害監視を行う上で有効となる機体の制御技術４）
の研究開発について紹介する。また、開発した制御技術を用
いて、全長 12m 級の無人飛行船を自律飛行させながら、実
際に機上から画像計測を行い、地上の三次元モデルの構築
を行った実験結果５）について報告し、今後の研究開発の課

図１

＊

自律型無人飛行船を用いた災害監視システム

立命館大学理工学部電気電子工学科教授

題を示す。

＊＊

神戸大学大学院システム情報学研究科情報科学専攻准教授
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２．無人航空機と災害監視

う利点をもつ。一方で、離着陸に滑走距離が必要、失速し

災害時に被災状況を把握し、二次災害を防止するための

ないだけの一定の速度以上でしか飛行できない（低速飛行

技術として、様々な形態の無人航空機の研究開発が行われ

や空中静止、後退移動が不可能）ため他の航空機に比べ

ている。有人ヘリコプタなどの有人航空機の機数は限られて

て小回りがきかない、という欠点をもつ。

おり、地上の隊員との緊密な連携が容易ではないことから、

回転翼機は、ロータを用いて直接上向きの揚力を発生す

災害時の情報収集手段として、無人航空機を用いようという

ることができるため、低速移動や空中静止ができ
（真横移動、

ものである。本章では、無人航空機の種類と特徴を整理し、

後退移動もできる）空中で小回りがきく、垂直に離着陸がで

それぞれの機体を用いた災害監視活動への適性について述

き滑走路が不要、という利点がある。一方で、固定翼機の

べる。表１ に無人航空機の種類と特徴を示す。

ような高速度では飛行できないため、長距離飛行には適し

2.1 無人航空機の種類

ていない。

６）

無人航空機は、有人航空機と同様、飛行原理の違いから

マルチロータヘリコプタは３つ以上のロータを持つ回転翼

重航空機と軽航空機に大別できる。重航空機とは、翼や流

機のことで、最近ドローンと呼ばれている機体である。基本

線形状の胴体に働く空気の動的な揚力を利用するものであ

的にロータの数が増えるほど制御が複雑になるが、最大推

り、軽航空機とは、空気よりも軽い気体がもつ浮力（静的な

力も増えるため、より大きな揚力が得られ、繊細（きめ細か）

揚力）を利用するものである。固定翼機や回転翼機、VTOL

な姿勢制御が可能となる。また、ロータの数が増えるほど、

（Vertical Take-Off and Landing：垂直離着陸）機などが

飛行の安定性が高く、積載可能な重量も増える。ただし、

重 航 空機、気 球や飛 行船などが軽 航 空機に分 類される。

構造が複雑になることで実現コストも上がり、消費電力も増

VTOL 機は、固定翼機と回転翼機両方の特性をもつ航空機、

えるというトレードオフがある。近年の小型センサの計測技

つまりヘリコプタのように垂直に離着陸できる飛行機であり、

術の高精度化やマルチロータヘリコプタの位置や姿勢の制

飛行中に推力の方向を変えることで上向きの揚力を発生させ、

御技術の向上に伴い、ホビー用として低価格で簡単に飛ば

空中静止や垂直離着陸を行う。無人のVTOL 機としては、
ティ

すことのできるラジコン機の普及が進んできている。

ルトロータ方式（プロペラまたはロータの角度を飛行中に変え

VTOL 機は、固定翼機の高速移動性能と回転翼機の空

られる方式。オスプレイの愛称で呼ばれている V-22 のような

中静止性能を兼ね備えた機体であるため、離着陸に滑走路

方式。
）やティルトウィング方式（翼ごと推進器の角度を飛行

が不要、固定翼機では不可能な空中静止や真横移動、後

中に変えられる方式。上向きの揚力を得る原理はティルトロー

退移動ができる、回転翼機に比べて高速度飛行ができ、航

タ方式と同じ。
）
、テイルシッター方式（飛行機を縦に置くよう

続距離が長い、という利点をもつ。一方で、垂直離着陸時

に機体の姿勢を変えることで上向きの揚力を得る方式）の機

の電力（もしくは燃料）消費が大きい、航続距離や積載能

体が開発されている。

力で同サイズの固定翼機に劣る、構造的に複雑となる、と

2.2 無人航空機の特徴

いう欠点をもつ。

固定翼機は、高速度で飛行できるため長距離飛行に適し

飛行船や係留気球は、ヘリウムガスなどの浮揚ガスがもつ

ており、その飛行原理から大型の機体の製作が比較的容易

浮力を利用して飛行するため、急に墜落する可能性が極めて

であり、同じ重量の回転翼機に比べて輸送効率が高いとい

低く、固定翼機やヘリコプタに比べて輸送効率が高く、航

表１

無人航空機の種類と特徴６）
動力源

積載量

飛行速度

飛行時間

垂直離着陸
空中静止

飛行機

燃料・電池

△

◎

△

×

グライダー

なし

△

○

△

×

VTOL 機

燃料・電池

△

○

△

○

△

△

○

種類

固定翼機
重航空機
回転翼機

軽航空機

△
シングルロータヘリコプタ・
燃料・電池
（大型は○）
ツインロータヘリコプタ
マルチロータヘリコプタ
（マルチコプター）

電池

△

△

△

○

飛行船

燃料

○

△

○

○

係留気球

なし

○

×

◎

○
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続時間も長い。また、低騒音であり、空中静止や垂直離着

3.2 自律型無人飛行船を用いたシステムの開発

陸も可能、という利点をもつ。一方で、機体が大きく、風の

本研究グループは、図２のような全長 12m 級の屋外型

影響を受けやすいため、地上での運用に人手がかかる、操

ラジコン飛行船に、GNSS や IMU（Inertial Measurement

縦が難しいという欠点をもつ。機体が大きいということは欠

Unit）といった慣性航法装置、超音波風速計、飛行制御

点でもあるが、地上からの視認性が高いという長所になりう

計算機を搭載して、自律化、ロボット化を行っている。

ることもある。

図１のように GNSS の情報をもとに被災地まで自律移動

以上の特性を活かして、迅速な偵察活動には、機動性の

し、情報収集を行うための詳細な飛行経路を機上の超音波

高い回転翼機を、広範囲の情報を効率的に得たい場合には、

風速計で計測した現地の風向・風速の情報をもとに生成す

飛行速度が速い固定翼機を、長時間の監視活動をしたり、

る。飛行船はその飛行経路に沿って、確実に自律飛行する

活動隊員や要救助者の真上で偵察させたい場合には、墜落

とともに、自動で地上の画像計測を行う。最終的に、自動

の危険性が低い係留気球や飛行船を、というように活動フェ

飛行中に取得したデータを用いて三次元再構成した被災地

イズに分け様々な無人航空機の活用が考えられている７）。

の情報を GIS（Geographic Information System）に組み込
み、データベース化することで、災害対策本部や現地指揮

３．自律型無人飛行船を用いた災害監視システム

本部などで活用しやすいものとする。

3.1 飛行船の特徴と災害監視への利用

機体本体は米国 Galaxy RPV 社製のラジコン型軟式飛

飛行船は軽航空機（LTA：Lighter Than Air 航空機）に

行船で、米国内で宣伝広告飛行や、スポーツ競技の実況中

分類され８）、以下の点で他の航空機に対して優位性をもつ。

継などで使用されているものである。機体は、基本的に地

・浮揚ガスによる浮力を利用して飛行するため、急に墜落す

上の操縦用プロポからの信号によるコントロールを受けて飛

る可能性が低く、低騒音であることから、被災者や活動隊

行を行うが、操縦用プロポからの切替信号により、機上の

員への安全性が高く、また、有人機からの視認性も高いた

飛行制御計算機の指令による自律飛行を行うことも可能と

め、被災地での低高度からの情報収集が可能である。

なるよう改修している。機体の概略図を図３に示す。

・輸送効率が高く、航続時間も長いため、高機能な計測装

操舵には、船体後部に X 字型に配置した舵面のついた

置を用いた詳細な情報収集が長時間可能である。

安定尾翼（図４）を用いる。尾翼舵面はサーボモータにより、

特に古い木造建築が倒壊した地域での詳細な情報収集

最大で 45 度まで可動でき、従来の＋字型の尾翼配置の場

は、低高度から行うことにより、遮蔽部分が少なく鉛直方

合の方向舵角入力と昇降舵角入力を複合して与え、飛行船

向の情報収集が可能となるため有効である。さらに、ヘリコ

の位置、姿勢を制御する。また、ゴンドラ（図５）の左右に

プタや飛行機は大きな騒音による被災者への恐怖感や、電

一台ずつ、62 ｃｃのエンジンとそれに直結する６肢プロペラ

線に接触した場合の危険性から、このような地域での低空

で構成された推進器を動力源として備える。左右の推進器

飛行が難しく、飛行船が最適である。ただし、このような

は推進軸を基準として最大で± 180 度ティルトさせることが

航空機とは、必ずしも排他的な存在ではなく、補完していく

可能であり、エンジンのスロットル開度と、推進器のティルト

関係であり、それぞれの得意な状況に応じた利用が期待さ

角を制御することで飛行時の進行速度を制御する。

れる７）。

図２

自律型無人飛行船の概要
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3.3 （自律型）無人飛行船に関する関連研究
近 年、 飛 行 船 の 特 性

ト・コムから、飛行船とドローンを組み合わせた配達システ

が見 直され、 上 空 からの 監

７- ９）

ムの構想が発表されている 16）。

視・探索や、基地や災害地への物資の輸送、さらには携

用途によっては、自律型の飛行船を用いることが効率的

帯電話、テレビ、インターネットのプラットフォーム、広告

であると考えられ、飛行船の自律飛行制御に関して様々な

宣伝などの様々な分野での活躍が期待されている 10-12）。ま

研究が行われている 17-19）。しかしながら、これらの研究の多

た、長時間の滞空ができるという特徴を活かして、大型の

くは屋内型の飛行船に関するものが多く、屋外型の飛行船

無人飛行船を高高度に滞空させ、広域の監視や静止衛星

に関するもので実機実験を行い、有用性が示されているも

としての利用を目的とした取り組みも実施されている。米国

のはわずかである。屋外では、屋内に比べて飛行中に受け

Lockheed Martin 社は、国防省との間でミサイル防衛を目的

る風外乱が大きく、その変動も大きくなるため、確実に無人

とした高高度飛行船の開発を行った 13）。韓国 KARI（Korea

飛行船を自律運用するためには、様々な風環境下での性能

Aerospace Research Institute）においては、全長 50m 級

評価や、従来の（屋内型の）機体の飛行制御技術の改良が

の無人飛行船を開発し、静止衛星としての利用を目指して

必要である。

飛行試験などが実施されている 。日本においても、JAXA

全長 10m 前後の自律型屋外飛行船を、環境監視および

（宇宙航空研究開発機構）にて、ミレニアム・プロジェクトと

空中偵察用プラットフォームとして利用しようとするものとし

14）

して全長 70m 級の無人飛行船を用いた成層圏プラットフォー

て、以下の５つのプロジェクトが行われている。

ムの研究開発が実施された 15）。最近では、米国アマゾン・ドッ

・AURORA（Autonomous Unmanned Remote monitoring

図３

図４

機体の概略図

機体の操舵（左上：機体後方写真、

右上：尾翼１枚の拡大写真、下：基本的な操舵）
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飛行船のゴンドラ（左上： ゴンドラ単体の写真、右上下： 機体に取り付けたゴンド

ラの側面写真、左下： ゴンドラ内の燃料タンクに給油している様子）

R o b ot ic A i r s h i p）プロジェクト20）：ブラジルD RVC/

人員で確実に偵察活動を行うためには、飛行時の風の変動

C e n P R A、ポルトガルI D M E C/ I S Tおよび、フランス

や強風に対してロバストな自律飛行制御技術を実現すること

ICARE/INRIAが共同実施

が重要となる。
3.5 災害監視のための無人飛行船の自律飛行制御技術の

・LOTTE飛行船プロジェクト21）：ドイツStuttgart大学

開発

・フランス飛行船プロジェクト22,23）：LAAS/CNRS（フランス
国立科学技術研究センター）とEvry大学が共同実施

本研究グループでは、災害時に無人飛行船を用いて活動を

・米 国 飛 行 船プロジェクト2 4 ）：P e n n s y l v a n i a大 学 の

。
行うために有効となる自律飛行制御手法を提案している 3，26）

STWing-SEASプロジェクトとCarnegie Mellon大学の

飛行船の離着陸および地上運用には、熟練した操縦者と

EnviroBLIMPが共同実施

地上要員が必要であるため、災害監視システムとして実用化

・ポルトガルDIVAプロジェクト25）

するためには、限られた場所で確実に離着陸可能な自動制

これらのプロジェクトでは、主に飛行船の空気力学特性

御技術の確立と地上運用の省力化と短時間化が求められ

の解析や制御系設計のための力学モデルの構築、ミッショ

る。具体的な運用場所として、全国に存在し、災害時にも利

ン達成のために必要となる機体の位置と姿勢の制御技術、

用可能である小中学校の校庭を想定し、半径 30m の円内で

無人飛行船から地上計測を行う技術に関する研究開発が行

確実に自動で垂直離着陸可能な飛行制御技術の実現を目指

われている。本研究では、これらのプロジェクトで得られた

して研究に取り組んできた。これまでの研究で、上空風速約

知見も参考に、さらに風外乱に対してロバストな機体の飛行

。
8m/s の状況下で自動離着陸が行える技術を開発している 26）
また、地表の状況を確実に収集するために、目標経路に

制御技術の確立を目指した研究開発に取り組んでいる。
3.4 飛行船制御の課題

沿って低速で自律巡航ができる飛行制御技術の開発にも取

飛行船は浮力を確保するために船体が大きくならざるを得

り組んできた。これまでの研究で、上空風速約 10m/s の状

ず、風の影響を受けやすい。さらに機体の真横方向への移

況下で直線的な目標経路に対して± 1m 以内（対気速度が

動損失が大きいため、真横方向への直接的な推進力を持た

小さくなると± 5m 以内）の位置精度を保ちながら自律巡航

ない（劣駆動）システムであることが多く、機体の真横方向

が行える技術を開発している３）。
これまでに開発した技術の特徴としては、飛行船の自動化

からの風を受けると位置を保つことが特に難しい。そのため、
飛行船の操縦には、風を読む豊富な経験と熟練した技術が

において最大の障壁である、風に対してロバストな制御技術

必要とされている。無人飛行船を用いて、災害時に少ない

を提案している点である。実災害で運用できるシステムを目指
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して、次章で示す飛行制御技術の開発を目的に、消防研究

さらに、本稿で扱う主な記号とその意味を表３に示す。なお、

センターと神戸大学が主体となり、実験を実施したので報告

表３のδ a は、４. ２節で新たな制御入力として導入する尾翼

する。

の補助翼
（機体をロールさせるために用いる動翼）の舵角とし、
飛行機の主翼のエルロンに相当するものである。

４．無人飛行船を用いた飛行制御実験

4.2 偵察活動を目的とした機体のロール抑制制御実験

平成 25 年 9 月 27 日から 10 月 8 日にわたり、北海道広尾

自律飛行により目標の上を正確に飛行させたい場合、左右

郡大樹町にある大樹町多目的公園内の滑走路および JAXA

の操舵を頻繁に行う必要がある。その結果、機体のロール方

大樹航空宇宙実験場（図６）にて無人飛行船を用いた飛行

向に関して振り子運動が発生してしまい、撮影画像に悪影響

制御実験を実施した。無人飛行船を自律飛行させ、地表の

を及ぼすことが明らかとなっている。この問題を解決するため

災害状況が把握できる精度を満たす機体の位置と姿勢の制

に、飛行船の尾翼の操舵に新たな制御指令値を与え、この

御技術の開発に必要な飛行データの取得を行った。表２に実

振り子運動を抑制する制御技術の開発のための飛行データ

験の実施内容を示す。飛行船の組み立て作業の様子を図７

の取得を行った。なお、４．
２．
１～４．
２．
３節は参考文献４）

に、飛行制御実験の様子を図８に示す。また、実験実施要

ですでに発表済みの内容である。

領を付録に示す。

4.2.1 飛行船のロール運動と偵察活動への影響
これまでに開発した制御技 術３）を用いて、目標となる直

具体的には、４．
２節から４．
４節の飛行制御実験を実施し
た。手動操縦により制御開始地点まで移動させた状態から、

線飛行経路に対して無人飛行船を自律飛行させた際の飛行

自動制御に切替えて飛行データの取得を行った。

データを図１０、図 11 に示す。これらの飛行では目標経路を

4.1 座標系の定義

YE =0 の直線、目標飛行高度を 50m に設定した。それぞれ、

本稿で、飛行船の運動や飛行制御実験の結果を記述する

左に飛行軌跡（GNSS データ）
、右上に機体のロール角（IMU

にあたって、地球基準座標系（以降、地球座標系と呼ぶ）と

データ）
、右下に飛行船に与えた方向舵角への制御指令値の

機体座標系を図９および以下のように定義する。

時間履歴をプロットした。
実験結果を見るとそれぞれ方向舵角への制御入力を頻繁

地球座標系は添字 E（Earth-fixed）で表される右手系の
慣性座標系であり、飛行する範囲で地表面を平面であると

に用いることで、機体の位置制御を行っていることがわかる。

近似し、座標原点は任意の地点をとり、X E 軸を北、Y E 軸を

一方で、それぞれのロール角に関するグラフを見ると、図 10

。ま
東、Z E 軸を鉛直下向きにとるものとする（NED 座標系）

の場合には最大で機体は約 0.2rad 程度の揺れが発生してい

た、機体座標系は飛行船に固定された、機体とともに動く動

るのが確認できる。地上高度 50m において機体がロール方

座標系であり、図９のように機体の体積中心 cv（Center of

向に 0.2rad 傾くと、機体の下向きに固定されたカメラから得

Volume）を座標原点とし、船首前方を x 軸、x 軸に対して

られる撮影画像は、地上の計測地点から約 10m ずれること

右向きに y 軸、下向きに z 軸とする。cg は重心（Center of

になる。図 11 の場合には、目標経路への軌道修正時に最大

Gravity）を意味し、a x、ay、az は体積中心から、重心までの

で約 0.6rad のロール方向への揺れが発生しており、地上の

距離を表している。地球座標系の各軸からの機体の姿勢角

計測地点は約 35m ずれることになり、地表の計測に大きな

を、図９のようにそれぞれロール角、ピッチ角、ヨー角とする。

悪影響を及ぼしてしまう。

図６ 大樹町多目的公園および JAXA 大樹航空宇宙実験場
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飛行船の組み立て作業の様子（左：船体（エンベロープ）の展開、右上：船体へのヘリ

ウム充填、右下：尾翼の取り付け）
表２
実施日

実験実施内容

実験内容

飛行時間

飛行船、飛行制御計算機組立

実験フィールドの調査

−
−
−
−
−

試験飛行

25 分

飛行制御実験１

14 分

9 月 30 日

制御指令値の調整

10 月 1 日

自動制御プログラムの調整

−
−

飛行制御実験 ２

40 分

飛行制御実験 ３

29 分

飛行制御実験 ４

36 分

飛行制御実験 ５

27 分

飛行制御実験 ６

20 分

飛行制御実験 ７

37 分

飛行制御実験 ８

29 分

9 月 27 日

関係機関への挨拶
飛行制御計算機、搭載センサ類の動作確認

9 月 28 日

9 月 29 日

10 月 2 日
10 月 3 日
10 月 4 日

10 月 5 日
10 月 6 日

制御指令値送信テスト

飛行制御実験 ９

34 分

飛行制御実験 10

24 分

飛行制御実験 11

27 分

飛行制御実験 12

18 分

飛行制御実験 13

37 分

飛行制御実験 14

31 分

飛行制御実験 15

33 分

10 月 7 日

飛行制御実験 16

32 分

飛行制御実験 17

55 分

10 月 8 日

片づけ、撤収作業

−
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飛行制御実験の様子（左上：離陸前に飛行前確認および飛行前点検を実施している様子（付録

参照）
、左下：着陸運用（地上要員による係留索の確保）の様子、右上：地上局（乗用車内で飛
行制御計算機の監視と自律飛行制御プログラムの調整を行う）の様子、右下：自律飛行の様子）

図９
表３
m、I
X、Y、Z
L、M、N
U、V、W
φ、θ、ψ
p、q、r
ax、ay、az
δ r、δ e、δ a

座標系の定義

本稿で用いる記号の意味

質量（Mass）[kg]、慣性モーメント（Moment of inertia）[kgm2]
機体 x 軸方向、機体 y 軸方向、機体 z 軸方向の力（Axial, Lateral, Normal force）[N]
ロールモーメント、ピッチモーメント、ヨーモーメント（Rolling, Pitching, Yawing moment）[Nm]
機体 x 軸方向の対気速度、機体 y 軸方向の対気速度、機体 z 軸方向の対気速度（Axial、Lateral、Normal air speed）[m/s]
ロール角、ピッチ角、ヨー角（Roll, Pitch, Yaw attitude）[rad]
ロール角速度、ピッチ角速度、ヨー角速度（Roll, Pitch, Yaw rate）[rad/s]
機体座標原点から重心までの距離（Center of gravity coordinate in [x, y, z]T system）[m]
方向舵角、昇降舵角、補助翼舵角（Angle of rudder, elevator, aileron）[rad]
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上空風速約 5m/s の状況下で直線経路に沿って無人飛行船を自律飛行させた飛行データ４）

上空風速 8 〜 10m/s の状況下で直線経路に沿って無人飛行船を自律飛行させた飛行データ４）

参考文献９）
、27）より、飛行船のロールモーメント（機体

⑵

x 軸まわりに発生するモーメント）に関する運動方程式は次の
ように表せる。

⑶
なお、U、V、W は各機体軸方向の機体の対気速度であり、

⑴

機体の対地速度 V0 =［U E ,V E ,W E］T と以下の関係式が成り立
ここで、mx、my、mz はみかけの質量、Jx、Jy、Jz はみかけ

。
つものとする９）

の慣性モーメントであり、以下の式で表される 。
９）

⑷
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また、式⑴の右辺はそれぞれ、L a は船体にかかる空気力

助翼舵角入力を与える。

によるモーメント、Lb は船体の静的な揚力（浮力）によるモー

飛行船が左旋回を行う際には、図４のように舵をきる。こ

メント、L g は重力によるモーメント、L c は尾翼にかかる空気

こで、船尾側から見て左上、右下の舵面の舵角を図 16 のよ

力によるモーメント、L p は飛行船の推力によるモーメントを表

うにずらすと、左旋回のためのヨーモーメントと、ロールモー

す。飛行船の重心が体積中心から z 軸方向に a z 離れている

メントを機体に発生させることができる。本研究では、この

場合、重心は y 軸方向に m(rU − pW) の慣性力で加振され、

２枚の舵面に補助翼舵角入力を与えることで、ロール抑制制

x 軸まわりに ma z (rU − pW) のモーメントが発生することが、

御を行う。なお、現状の機体の入力端子の都合から、本研

式⑴から確認できる。

究では図 16 のように対角の２枚のみを用いて制御を行うが、

飛行船が対気速度 U で水平飛行していることを考える。図
12 のように飛行船が左右の操舵指令により、ヨー角速度 r

４枚全てを複合舵として用いれば、理論上は本手法の２倍
のロールモーメントを機体に発生させることが可能となる。

で旋回している場合、式⑴および図 13 より、重心は遠心力

図 17 に、方向舵角、昇降舵角の入力を与えずに、本研

mrU で加振され、機体 x 軸まわりに mazrU のモーメントが発

究で新たに導入する補助翼舵角に正弦波入力を与えて飛行

生し、飛行船は地球座標系から角度φだけバンクする（図 13

実験を行った結果を示す。このデータから、補助翼舵角入

参照）
。

力により機体にロールモーメントが発生していることが確認

図 14、図 15 は、図 10、図 11 の実験時の機体のヨー角

できる。

速度とロール角の時間履歴（IMU データ）をそれぞれプロッ

参考文献 28）にもとづいて、補助翼舵角入力によって、

トしたものである。これらの図から、機体のヨー方向の変化

機体に余分なヨー、ピッチモーメントを発生させないように、

に遅れて、ヨー方向の変化量
（角速度）に正の相関をもつロー

船尾側から見て左上、右下の尾翼の舵角量を決める。

ルが発生していることがわかる。このことから、機体のヨー
運動の変化に付随してロール運動が発生していると推察でき

飛行船の尾翼を平板と考えると、尾翼１枚あたりの揚力係
数 CLi は舵角δ i に応じて以下のようになる。

る。
4.2.2 補助翼を用いたロール抑制制御技術の提案

⑸

飛行船の尾翼に補助翼舵角を入力し機体 x 軸まわりに
モーメントを発生させることで、機体のヨー運動の変化に付

補助翼によって発生するロールモーメント を L δ a、船尾か

随して起こるロール運動を抑制する技術を提案する。
補助翼（エルロン）とは機体をバンクさせるために用いる
動翼で、機体 x 軸まわりの 回転運動を制御する。主翼と尾

ら見て左上の尾翼の揚力係数を C L1、右下の尾翼の揚力係
数を CL4 とすると次の関係式が成り立つ。

翼を備えた一般的な形状の飛行機では、主翼の動翼が補助
翼であり、旋回するときには、旋回したい方向に機体をバン

⑹

クさせる。一方で、飛行船は機体の横方向の空気抵抗が大
きいため、方向舵による旋回を行う。そのため飛行船には、

ここで、ρは大気密度、S f は舵面の有効面積、l f は機体

飛行機のように独立した補助翼が存在しない。そこで、本
研究では、以下のような飛行船の尾翼の複合舵によって補

図 12

飛行船の旋回（ヨー）運動４）

図 13
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図 14

図 10 における機体のヨー角速度とロール角の時間履歴４）

図 15

図 11 における機体のヨー角速度とロール角の時間履歴４）

座標系の原点から尾翼の空力中心までの距離である。補助
翼を考慮せず、方向舵と昇降舵のみの複合舵を入力した場
合の左上、右下の尾翼の揚力係数を C L0 とすると、補助翼
を考慮しない場合の対角上の尾翼の舵角は常に同じ角度なの
で、
⑺

⑻

図 16
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図 17

補助翼舵角入力を与えた飛行データ４）
補助翼舵角入力を用いて制御を行うことで、目標経路に

⑼

対する位置精度を保ちながら、機体のロール運動を低減で

となる。図 18 のように、補助翼舵角を考慮する前の舵角をδ 0、

きていることが確認できる。また緑線と赤線の結果を比較

補助翼舵角を考慮した場合の左上の舵面の舵角をδ 0+ δ 1、
右下の舵面の舵角をδ 0- δ 4 とすると、対角舵の差角δ 1、δ 4
は発生させたいロールモーメント L δ a を決めると図 19 から求
めることができる。
4.2.3 シミュレーションおよび実験結果
前節で述べた方法を用いて、シミュレーションおよび実験
を行い、ロール抑制制御技術の有効性を検証した。

図 18

船尾側から見て左上、右下の舵角

参考文献 29）の飛行船モデルをもとに本研究グループの
機体のシミュレーションモデルを構築し、以下の３種類の制
御入力を補助翼舵角として与え、シミュレーションを行った。
初期誤差として目標経路から東に 20m 離れた位置から制御
を開始し、目標経路
（YE=0 の直線）に沿って飛行させたシミュ
レーション結果を図 20 に示す。
図 20 の青線（参考文献４）参照）は補助翼舵角へ指令
を与えず、参考文献 3）の制御系のみで飛行させた結果、
緑線（参考文献４）参照）は、以下のように機体のロール
角に対する PD 制御によって補助翼舵角入力を計算し、ロー
ル抑制を行った結果である。
⑽
ここで、K1、K2 は任意の正定数とする。また赤線（参考
文献４）参照）は、機体のロール角に対する PD 制御に４．
２．
１節で述べた旋回によって発生するロールモーメントを打
ち消すための項を加え、次式で補助翼舵角入力を与えた結
果を示す。
⑾
図 19
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すると、補助翼舵角入力に、旋回によって発生するロールモー

せる。機体の南北の座標位置が制御開始地点まで戻ると、

メントを打ち消すための項を加えた方がよりロール運動を抑

さらに旋回半径 40m で左旋回し、今度は往路から西に 40m

制できていることがわかる。

の位置に直線経路を設定し、それに沿って飛行させる。こ

手動操縦により制御開始地点まで移動させた状態から、

のような飛行経路を繰り返し生成し、それに沿うように自律

自動制御に切替え、シミュレーションと同じ条件で飛行制御

飛行させることで、これまでに開発した飛行制御技術の目

実験を行った結果を図 21 に示す。

標経路への追従性能の評価を行った。実験結果から、目標

シミュレーションと同様に補助翼舵角に指令を与えること

経路に対して高い追従性能が再現できていることが確認で

で、目標経路への追従性能を保ちながらロール抑制が行え

きる。なお、この実験では、目標となる直線経路に対して

ていることがわかる。ただし、シミュレーション結果とは異

± 2m 以内の位置精度を保ちながら、機体の位置制御がで

なり、補助翼舵角入力に機体のロール角に対する単純な

きていた。
次に、図 22 で用いた飛行制御技術 ３）と自動離着陸制御

PD 制御を用いただけでは、補助翼舵角入力を用いない場
合に比べロール運動を抑制できていないことが確認できる。

技術 26）を組み合わせ、離陸から着陸までの一連の運用を

実験結果から、実機においてこの技術を用いる場合には、

自動化した実験結果を図 23 に示す。この結果は図 23 のよ

補助翼舵角入力に、機体のヨー運動によって発生するロー

うに上空で 5 〜 6m/s の北東風を受けながら自律飛行させ

ルモーメントを、ヨー角速度の計測値から推定し、それを打

た結果である。図 23 上図に機上の GNSS データから水平

ち消すために与えることが有効であると言える。なお、補助

面内の飛行軌跡をプロットしたもの、下図に GNSS データ

翼舵角入力を与えても抑制できていないロール角の変化は、

から飛行高度の時間履歴をプロットしたものを示す。地上要

機体を目標経路に修正（位置あわせ）する際の最低限の旋

員が離陸地点で機体を保持した状態から自動制御に切替え

回運動時に生じたものである。

離陸させ、高度 50m を保ちながら離陸地点から 500m の直

4.3 離陸、巡航、着陸までの一連の運用の自動化と様々

線経路に沿って自律飛行させた。離陸地点から 500m 先の

な風向風速下での性能評価実験
これまでに開発した飛行制御技術

地点で、旋回半径 50m で左旋回させた後、往路の直線から
を組み合わせ、離

3、26）

陸から着陸までの一連の運用の自動化を行った。

100m 西側に復路の直線経路を再設定し、その直線に沿っ
て自律飛行させた。機体の南北の座標位置が離陸地点まで

まず、地表の計測を行うための自律巡航の性能を確認す

戻ると、再度旋回半径 50m で左旋回させ、離陸地点を通っ

るために、500m の直線経路に沿って自律飛行させ、制御

て再び往路の直線経路に沿って自律飛行させた。進行方向

系の目標経路への追従性能の評価を行った。図 22 に実験

の斜め方向から風を受けた際の機体の位置制御の性能を評

結果の一例を示す。

価するために、目標高度 50m を保ちながら、同じ経路で２

図 22 は、機上の GNSS データから、水平面内の飛行軌

周自律巡回させ、２周目完了後に離陸地点に自動着陸させ

跡をプロットしたものである。図 22 のように自動制御に切替

るという実験を行った。自律巡回の部分では、想定外の方

えた地点から 500m の直線経路に沿って飛行させ、旋回半

向からの風を受け、機体が大きく流されている部分（最大で

径 40m で左旋回し、往路の直線から 80m 西側に目標経路

約 30m）もあるが、流された後は目標経路に復帰しようと

を再設定し、復路では再設定した直線経路に沿って飛行さ

制御系がうまく機能しているのが確認できる。実災害時に風

図 20

シミュレーション結果４）
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向がこのように変動することは充分想定できるため、想定外

× 1080pixels の画素数の画像を 30fps のフレームレートで

の方向から風を受けた際に、風に流される量をさらに小さく

記録した。なお、用いたカメラは水平方向画角 84.0 度、垂

できる飛行制御技術の開発が今後の目標である。自動離着

直方向画角 61.9 度であった。

陸制御技術に関しては、ほとんど同じ離陸地点に自動離着

実際に自律飛行させた際の飛行船の飛行経路と機体の

陸が達成できており、今後も継続して飛行データの蓄積を

（地上）高度（GNSS データ）、姿勢角（IMU データ）の結

行い、実運用に耐えられるレベルに、システムの信頼性を高

果を図 24 に示す。参考文献３）の手法により飛行船の水平

めていきたい。

面内の運動（図 24 左図の X E Y E 平面内の位置、飛行速度、

4.4 自動巡航による画像計測

ヨー運動）を制御すると同時に、飛行船の鉛直面内の運動

手動 操 縦により制 御開始 地 点まで 移 動させた状 態か

（高度維持、ピッチング運動）を制御した。また図 25 に自

ら、 自動 制 御に切 替え、 あらかじめ 与えた 飛 行 経 路 に

律飛行中の飛行船の対地速度、図 26 に飛行船のエンジン

沿って飛行するように自律飛行させ、機体に搭載したカメ

のスロットル開度に与えた制御指令値（０％でアイドリング状

ラで地 上の画像計 測を行った５）。カメラ（オリンパス社 製

態、100％でフルスロットルとなる）、図 27 に機体に搭載した

STYLUS TG-2 Tough ）を船体の下部に搭載し、1920

対気速度計のデータと対地速度の結果から計算した飛行中

30）

図 21

飛行制御実験結果４）
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に受けた風速の推定値を示す。
図 26 に示すように、旋回時（図中の黄色で囲った区間（グ
ラビア写真参照））には一定のスロットル開度で飛行させ、
その他の区間では、飛行船の進行方向における対地速度が
6m/s となるように速度制御を行った。実験中の風の影響か
ら、飛行船が風上から風下へ飛行する区間では、エンジン
がアイドリング状態であっても、進行方向の対地速度が目標
である 6m/s より速くなっていることが実験結果から確認で
きる。
自律飛行中に、機体に搭載したカメラで撮影した代表的
な画像を図 28 に示す。
図 28 のような自律飛行中に得られた複数の画像を用い
て、地 上の三次 元モデルの構 築を行った。Agisoft 社 製
PhotoScan31）に、自律飛行中に得られた複数の画像を入力
し、Structure from Motion（SfM）によって三次元の点群
データ
（Point cloud）を出力する。図 24 左図中の黄色で囲っ
た飛行区間（グラビア写真参照）に得られた画像をもとに
図 22

地表計測のための自律巡航に対する飛行制御技術

の性能評価実験の結果

図 23

生成した点群データを図 29、図 30、図 31 に示す。図 29
左図には生成した点群データと各画像を撮影したカメラの位

離陸から着陸までの一連の運用を自動化した実験結果（進行方向の斜めの方向から風を受けた際の飛行制御技術

の性能評価実験の結果）
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置（Structure from Motion により得られた結果）を真上か

影した合計 165 枚の画像を用いた。図 29 左図に示すように、

ら見たもの、右図には生成した点群データのみを真上から見

今回は多数の画像を用いて Structure from Motion を行っ

たものをそれぞれ示した。また、図 31 は図 30 の一部分を

たため、画像間のマッチングが成功しやすく、再現性の高い

拡大したものである。なお、本解析には約 0.6 秒間隔で撮

点群データを生成することができた。現在、生成した三次

図 24

画像計測を行いながら自律巡航を行った実験結果５）

図 25

飛行船の対地速度５）
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元データの再現性の定量評価の方法を検討しており、今後

着陸までの一連の運用を自動化した自律飛行制御実験の結

の実験では、より広範囲にわたる三次元データの構築を行

果を報告した。また、開発した制御技術を用いて無人飛行船

う予定である。また、実際の災害時に提示していく方法に

を自律飛行させながら、実際に機上からの画像計測を行い、

ついて検討中である。

地上の三次元モデルの構築を行った実験結果についても報告
した。

５．おわりに

飛行船は、地上にいる人に対して安全に低空低速飛行で

本稿では、自律型無人飛行船を用いた災害監視システムと、

きる、長時間の偵察・監視活動に適した無人航空機である。

災害監視を行う上で有効となる機体の制御技術の研究開発

風に流されやすく、地上運用に人手がかかるというのが課題

について、平成 25 年度に実施した飛行制御実験の結果をも

であり、その解決のためにも引き続き、その飛行制御技術の

とに研究開発の取り組みの状況を紹介した。特に、災害時

研究開発が必要であると考えている。今後は、今回紹介した

に無人飛行船を用いて偵察活動を行うために有効となる、機

システムの信頼性をさらに高め、災害現場での運用試験など

体の位置と姿勢の制御技術について述べ、離陸、偵察飛行、

も実施していきたい。

図 26

エンジンのスロットル開度に与えた制御指令値（0 ％でアイドリング状態、100％でフルスロットル状態）５）

図 27

機体に搭載した対気速度計のデータと対地速度の結果から計算した飛行中に機体が受けた風速の推定値５）
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自律飛行中に機上のカメラから撮影した画像

図 29

の一例

撮影画像をもとに生成した地表の三次元モデ

５）
ル（Point cloud、真上視点）

５）

図 30

５）
撮影画像をもとに生成した地表の三次元モデル（Point cloud、上面斜視図）
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５）
撮影画像をもとに生成した地表の三次元モデル（図 30 の一部分を拡大したもの、Point cloud、上面斜視図）
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ました、JAXA の河野敬様に深く感謝致します。

機体および搭載機器類の健全性および実験場内のクリア
ランスが確認されており、かつ以下の気象条件を満たしてい
る場合に実験を実施する。

付録．飛行制御実験の実施要領

・降雨、霧の発生、落雷の危険などがないこと。

以下に、
「４．飛行制御実験」で用いた実施要領を示す。
なお、この内容は平成 25 年 8 月に作成した。

・地上での平均風速が7m/s以下であること。
・短時間中に上の２つの条件が満たされなくなる恐れが

１．実施手順

ないこと。

試験の実施は以下の手順による。

ただし、以下の要目が満たされた場合にのみ、飛行実施責

⑴ 飛行試験に先立ってブリーフィングを行い、当日の試験内

任者の判断により地上での平均風速が 7 〜 10m/s の範囲で

容、機体のコンフィギュレーション、要員の配置、気象概況

試験を実施する場合がある。

などを確認する。

・飛行実験で最大速度性能が取得できており、耐風性能

⑵ 格納庫内にて機体の状況、特に船体の差圧、燃料の補
給、ゴンドラの取り付けを確認する。
⑶

について充分と判断されていること。
・それまでに地上での平均風速が5〜7m/sの状況下で地

バッテリを装着し、アラインメントの設定（重心位置の調

上ハンドリングを行い、余裕を持って実施できること

整など）を行う。

が確認されていること。

⑷ EQ 調整（重さの調整）を行い、必要に応じてバラスト量
を増減する。

・風下側に２名以上の初動対応要員を置けること。
３．要員の配置

⑸ 試験実施条件を満たしていること確認し、機体を搬出す
る。
⑹

飛行制御実験時の要員の配置を図３２に示す。各要員は
無線機を携帯し、
常に連絡が取れるようにする。また、
ヘルメッ

機体を離陸位置に配置する。要員の配置、無線の確認

を行う。

トなどの所用の保護具を必ず着用すること。実験中の各要員
の役割を表４にまとめる。

⑺ 所定の手順に従って飛行前点検を実施し、離陸する。

４．安全管理

⑻

４．
１．システム全般

飛行中は常に操縦者が待機し、必要であればただちに
操縦をオーバーライドする。また、それとは別に常に１名以

・本実験に用いる機体は米国で一般に市販、実用されてい

上の要員がダウンリンクデータを監視し、異常があればすぐ

るものであり、購入後の改修に係わらない機体構造、圧

操縦者に通報する。

力制御系については充分な使用実績がある。

⑼ 所定の手順に従って着陸する。
必ず係留索を先に確保し、

・船体内のバロネット部にブロアとオリフィスによる簡易

エンジンを停止した後にゴンドラを確保する。

な圧力調整機構を有しており、長周期の圧力、温度変動
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に対して船体内圧を所定の範囲に維持できるようになっ
ている。

力を発揮することができる。
・自律制御系は機上計算機内に実装しており、操縦用のプ

・エンジンは２基装備しており、片発でも約9m/sの耐風能

図 32
表４
要員

飛行前の役割

ロポの切替信号により、機体をいつでも遠隔操縦に切り

実験時の要員配置例
実験中の各要員の役割
飛行試験中の役割

飛行後の役割

①

責任者

飛行制御計算機監視者

責任者
計算機データの管理

②

機体の点検
機体の地上運用の補助

操縦者

機体の点検
機体の地上運用の補助

③

EQ 調整
飛行前確認

副操縦者
非常索の投下

機体の点検
機体の地上運用の補助

④

機体の地上運用

地上要員
着陸時の機体の誘導

機体の地上運用

⑤

機体の地上運用責任者
格納庫大扉の開閉

地上要員
ゴンドラの確保

機体の地上運用責任者
格納庫大扉の開閉

⑥

機体の地上運用
船体の差圧計測

地上要員

機体の地上運用
船体の差圧計測

⑦

バッテリの管理
アラインメントの設定

飛行時間管理

バッテリの管理
フライトログの管理

⑧

燃料の管理

安全監視要員

燃料の管理

⑨

全体の安全確認

安全監視要員

全体の安全確認

― 44 ―

消防研究所報告

第 125 号

2018 年 9 月

替えることが可能である。また、操縦方法については一
般のラジコン飛行船と全く同様である。

体の地上運用責任者⑤の指揮のもとで行う。
・野外にて、船体の差圧計測、バッテリの交換、燃料の補給

・プロペラ回りに保護リング、ゴンドラに着陸・保持用の

などの作業を行う場合には、重りを付けて係留し、機体の

スキッドを取り付け、安全性の向上を行っている。

前後に監視要員を置き、運用索の保持を徹底すること。

・ラジコンの操縦系については日本国内で一般に市販され

・離陸運用時、操縦者は、ゴンドラを保持している要員の

ているものであり、充分な信頼性と実績を有している。

状態を確認し、注意を喚起した上でプロペラの始動を行

・機体を含むシステムは、これまで（平成20年８月（約３

う。地上要員（特にゴンドラを保持している要員）は極

週間）、平成21年８月（約２週間）、平成21年10〜11月

力プロペラから目を離さないようにし、その存在に注意

（約２月間）、平成22年７〜８月（約３週間）、平成22

する。また、その他の地上要員はプロペラ回転面には近

年10月（約２週間）、平成23年７〜８月（約２週間）、

づかないこと。

平成2 3 年10月（約２週間）、平成2 4 年１月（約２週

・着陸時は運用索を確保した時点で操縦用のプロポからの

間）、平成24年５月(約２週間)）に飛行実験を実施して

指令により推進器を停止し、その後にゴンドラに地上要

おり、すでに基本機能、性能などを確認している。

員⑤が取り付くこととする。

・過去の飛行実験において、機体は充分な操縦性を有して

・安全監視要員は、機体およびその他の要員が見わたせる

おり、実験場ハンドリングエリアおよびその近傍の上空

位置（飛行中、少なくとも２名は必ず機体の風下位置に

という限られた空間で充分に実験を実施できること、制

いること）に立ち、以上のことが遵守されていることを

御不能時の上昇、降下、姿勢変動、漂流などを起こさな

監視する。

いことが確認済みである。

４．４．飛行運用

・本実験における機体の遠隔操縦は過去の飛行試験で充分

・飛行運用にあたっては原則として、慣熟している要員が

な実績のある操縦者が行う。

遠隔操縦を行う。また他の要員が操縦を行う場合はかな

・地上要員が船体を確保するための運用索、船体を係留す

らずこの操縦要員が待機し、必要に応じてただちに操縦

るための係留索とは別に、機体は100mの非常投下索を
装備しており、操縦用のプロポと別チャンネルのプロポ

を交代できるようにする。
・操縦用のプロポは常にもう一台を待機状態にしておき、

により、いつでも投下指令を発信できる。

アップリンク不良が発生した場合は直ちに交換する。そ

４．
２．実験実施前確認

れでも回復しない場合は、ただちに非常索を投下し、機

・機体を組み立てた後、地上において基本機能確認を行

体を確保する。

う。飛行制御計算機監視者は、全ての機器が正常に動作

・飛行高度は最大80mとし、逸脱する恐れがあると副操縦

することを確認する。

者が判断した場合には、ただちに非常索を投下し、機体

・責任者は、実験の実施にあたっては実験実施条件が満た
されていることを確認する。

を確保する。
・飛行運用の際にも、機体の風下側に最低でも２名以上の

・副操縦者は、各フライトに先立って、飛行前確認マニュ

安全監視要員を配置する。また、そのうち１名以上の要

アルに従って飛行前確認を行う。特に充分に距離を取っ

員を実験予定空域の外縁風下側に常に待機させ、予定

た状態で操縦用のプロポによる遠隔動作を確認し、混信

空域を逸脱する恐れがあると副操縦者が判断した場合に

などの可能性がある場合は原因が判明、排除されるまで
実験を実施しない。

は、ただちに非常索を投下し、機体を確保する。
・飛行制御計算機監視者は、飛行制御計算機画面を常に監

・地上要員⑥は、飛行前確認時に船体の内外差圧を計測

視し、ダウンリンク不良、機上機器の不具合などの発生

し、安全な値に設定されていることを確認する。

があればただちに副操縦者に報告するものとする。ダウ

・バッテリは原則満充電状態で使用するものとし、専任の

ンリンク不良の場合には、操縦者がただちに遠隔操縦によ

要員⑦が残量、運用時間を常に記録する。燃料について

り通信可能なエリア内に復帰させ、
それでも回復しない場合

は各フライトに先立って安全監視要員⑧が残量を確認

はただちに帰還回収する。

し、燃料の残量及び飛行可能時間を見積もり、責任者に

４．５．自律飛行

報告し、責任者は再度フライトを行なう場合でも燃料が

・自律飛行にあたっては常に飛行制御計算機監視者が飛行

2リットル以上なければ再離陸を行わない。また、要員

制御計算機画面を監視し、不具合などの発生があればた

⑦が飛行時間の管理を徹底し、責任者は充分に余裕を

だちに操縦者に報告するものとする。

持ってフライトを終了するものとする。

・操縦者1名を常に待機させておき、自律制御系に不具合

４．３．地上運用

がある場合、または機体が異常な挙動を示したと操縦者

・地上運用にあたってはすでに運用経験を積んでいる、機

が判断した場合は、ただちに操縦をオーバーライドする
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表５
不具合事象

原

テレメデータ
異常

因

計測機器不具合
ダウンリンク不具合

不具合対応

検出方法

対

ダウンリンクデータを
常時監視

機体の挙動を目視
自動制御系異常 テレメデータ異常
自動 制 御プログラムエ 自動制御出力を監視
ラー

応

自律飛行中であればただちに遠隔操縦に切り替える。
遠隔操縦にて帰還回収する。
ただちに遠隔操縦に切り替える。
遠隔操縦にて帰還回収する。

アップリンク
異常

プロポ不具合
アップリンク不具合
機上受信機不具合

操縦入力と機体の挙動 プロポを予備品と交換して復旧を試みる。
との違いを目視により 復旧しない場合は非常索を投下確保し、回収する。
機上受信機の不具合であれば、エンジンは自動的に停止する。そう
判断
でなければ地上付近で遠隔操縦によるエンジン停止を再度試みる。

所定領域逸脱

強風など

テレメデータまたは機体 自律飛行中であればただちに遠隔操縦に切り替える。
の目視により判断
遠隔操縦での復帰が困難であればただちに非常索を投下する。

所定高度逸脱

上昇気流、スーパーヒー GNSS によるダウンリン 高度が 65m を超えて上昇中であれば、ただちに非常索を投下す
トなど
クデータを常時監視
る。また 70m を超えたらただちに投下する。

推進器、操舵機 機器故障
能などの不具合

操縦感覚または目視に 自律飛行中であればただちに遠隔操縦に切り替える。
より検出
遠隔操縦での復帰が困難であればただちに非常索を投下する。

地面などとの
接触

目視により判断

操縦ミス、強風など

ただちに遠隔操縦により帰還回収する。
実験を中止し、機体の点検を行う。

ものとする。

【事後対応】

・飛行高度は最大70mとし、逸脱する恐れがあると飛行制

・非常索が投下された場合、地上要員は、機体の状態と風

御計算機監視者が判断した場合は、ただちに操縦者が遠

の状況を考え、自身の安全に充分注意しながら、機体を

隔操縦に切り替える。また実験予定空域を逸脱する恐れ
があると操縦者が判断した場合もただちに遠隔操縦に切

確保できる位置へ追いかける。
・機体が遠方に進入する恐れがあると飛行制御計算機監視

り替える。

者が判断した場合には、地上の飛行制御計算機設置場所

４．６．不具合対応

付近にあらかじめ用意した乗用車を用いて、地上要員に

・試験中に不具合が発生した場合は、表５の手順に従って

注意しながら追跡する。

対応する。実験の中止、遠隔操縦への切替、非常索の投

・地上要員が非常索を確保し、別の要員が運用索を確保し

下等は原則として飛行実施責任者が判断し、指示するこ

た時点で操縦用のプロポからの指令により推進器が停止

とにより行う。

可能なら停止し、その後にゴンドラに地上要員⑤が取り

・この規定にかかわらず、自律飛行中にテレメデータに異常
が認められた場合は、飛行制御計算機監視者のコールに

付くこととする。

よりただちに遠隔操縦への切替を行う。また、所定領域逸
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This report shows research and development of a disaster monitoring system by an autonomous unmanned
blimp. A reconnaissance system has been required to gather information after large-scale disasters on stricken
areas safely and quickly. To collect the information, it is useful to use a blimp, because of its low-sky availability,
safety and long flight. We have already proposed automatic path following control systems for disaster monitoring
and automatic landing and take-off control systems of unmanned blimps. In this report, we show a new control
method for suppressing roll motion of unmanned blimps for disaster monitoring. The purpose of this study is to
suppress the pendular motion around the x-axis of the blimp that is caused by the yaw motion at the moment of
taking the rudder control. We provide a new control input of X-wing fin to generate roll moment such as general
airplane’s aileron control. It is a simple idea that the required roll moment is generated at the moment of yawing
of the blimp. Some simulations and outdoor experiments for a 12m class unmanned blimp are performed to confirm
the usefulness of the proposed methods. We also show a dense point cloud that is reconstructed by using 165
pictures captured from our autonomous unmanned blimp.

― 48 ―

所外発表論文
目

次

小学校理科における体系的な防火教育
野村

祐子

…… 51

勝明、北後

明彦

…… 54

粉末消火器による液体火災の消火成功条件
尾川

義雄、山内

幸雄、久保田

−おことわり−
ここに掲載されている論文は、他機関の発行する雑誌等から転載されたものであるため
インターネット上では公開しておりません。
これらの論文の閲覧を希望される方は消防研究センターまでお問い合わせください。

― 49 ―

Articles of Staff of NRIFD Published by Outside Organizations
Contents

Shōgakkō Rika ni Okeru Taikeiteki na Bōka Kyōiku
[Proposal for a Structured Fire Safety Education in Elementary Science]
Yuko Nomura

…… 51

Factors for Successful Extinguishment of a Flammable Liquid Fire by a Portable Dry Chemical Fire
Extinguisher
Yoshio Ogawa, Yukio Yamauchi, Katsuaki Kubota, and Akihiko Hokugo

…… 54

NOTICE
The papers listed here are unavailable in this cite because their copyrights belong to
other organizations.
Contact us if you are interested in a paper in the list.

― 50 ―

125
平成 30 年 9 月 28 日発行

http://www.nrifd.fdma.go.jp
Email:kikaku̲all@fri.go.jp

ISSN

消防研究所報告 通巻125号

通 巻 125号

0426−2700

2018年9月

20１8年 月

9

/
Report of National Research Institute of Fire and Disaster No. 125, September 2018.

消防庁 消防研究センター
〒182-8508 東京都調布市深大寺東町4-35-3

Report of National Research Institute
of Fire and Disaster

http://www.nrifd.fdma.go.jp
National Research Institute of Fire and Disaster
35-3, Jindaiji Higashimachi 4-chome,
Chofu Tokyo 182-8508 Japan

No.125 September 2018

