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活動報告

３月１７日～２１日
青森県八戸市

岩手県久慈市・野田村

４月１９日～２３日
宮城県南三陸町、岩手県陸前高田市



ＮＥＤＯ戦略的先端ロボットプロジェクト 2006年度－2008年度

半自律高機能移動ロボット群による被災建造物内の
情報インフラ構築と情報システムの開発

電通大（京大）、岡山大、茨城大、慶応大
インターネットイニシャティブ・ジャパン



インターフェイス
地理情報システム

ロボット群 ネットワーク

レスキューロボット
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ネットワーク

レスキューロボット
システム
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比較：非情報化v.s.情報化（1）

非情報化：初期状態 非情報化：ロボット投入

ロボットがその時点
で存在する領域しか

対応できない

ロボット
周辺
領域

ロボット
周辺
領域



9情報化：初期状態 情報化：ロボット投入

ロボットの通った
空間全体が通信
可能領域となる

ロボット
周辺
領域

比較：非情報化v.s.情報化（2）

ロボット
周辺
領域
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情報化領域の活用

実空間アノテーション（発信）

ロボット
周辺
領域

定点
カメラ

多数同時センシング（収集）

センサー

センサー

定点
カメラ

センサー

定点
カメラ

センサー

センサー

センサー

ロボット
周辺
領域

被災環境内の
広域リアルタイム

情報収集

空間内に配置した
マーカを用いた

リアルタイム情報提示

定点
カメラ センサー

定点
カメラ

定点
カメラ



ＮＥＤＯ戦略的先端ロボットプロジェクト 2006年度－2008年度

半自律高機能移動ロボット群による被災建造物内の
情報インフラ構築と情報システムの開発

電通大（京大）、岡山大、茨城大、慶応大
インターネットイニシャティブ・ジャパン



活動報告
３月７日～１２日



３月７～１２日
• アメリカ合衆国 テキサス州 Disaster Cityでのロボットの実証実験
• NSF＆JST Workshop (Prof. S. Tadokoro & Prof. Robin Murphy)
• 京大グループ参加者 松野文俊、根和幸、有泉亮、安部祐一





八戸市築港街付近 3月11日午後4時50分ころ

東日本大震災
3月11日

地震・津波・原発
複合災害



調査活動場所 青森県八戸市
(3/18, 20,21)

岩手県久慈市 (3/19)

岩手県野田村 (3/19) 岩手県陸前高田市
(4/20-23)

宮城県南三陸町
(4/18, 19)



３月１８日

八戸市 体育館 (動画は 松野研HPで公開中 IIEEE Spectrumでも公開中）

• 青森県 八戸市 天井の一部が崩落した体育館で検索活動
• 岩手県 久慈市 国家石油備蓄基地
• 岩手県 野田村
• 青森県 八戸港、三沢港





３月１９日

• 青森県 八戸市 天井の一部が崩落した体育館で検索活動
• 岩手県 久慈市 国家石油備蓄基地
• 岩手県 野田村
• 青森県 八戸港、三沢港



３月１９日

• 青森県 八戸市 天井の一部が崩落した体育館で検索活動
• 岩手県 久慈市 国家石油備蓄基地
• 岩手県 野田村
• 青森県 八戸港、三沢港



３月２０，２１日

• 青森県 八戸市 天井の一部が崩落した体育館で検索活動
• 岩手県 久慈市 国家石油備蓄基地
• 岩手県 野田村
• 青森県 八戸港、三沢港

３月２０日青森県三八地域県民局 地域農林水産部 三八地方漁港漁場整備事務局
より八戸漁港の水中調査を依頼



東日本大震災 3月11日

津波

「引用 : youtube“波にのみ込まれる瞬間の気仙沼市街"より」



４月１９日～２３日

• 宮城県 南三陸町

町長からの要請（木村哲也＠長岡技術科学大学）

復旧復興のシンボル 港の復旧

船の航路の確保 海中の障害物の調査

• 岩手県 陸前高田市

岩手県災害対策本部からの要請（松野文俊＠京都大学）

８３０名の行方不明者（４月２０日現在）

海中のご遺体の探索

海上保安庁との連携



Joint Team of CRASAR and IRS
CRASAR : Center for Robot-Assisted Search and Rescue
IRS : International Rescue System Institute



AC-ROVSeamor

SeaBotix



南三陸町 ４月１９～２０日



南三陸町 ４月１９～２０日

新
港

旧
港

復旧・復興のシンボル
新港の復旧





陸前高田市 ４月２１～２３日

海上保安庁との合同探索



陸前高田市 ４月２１～２３日











宮城県南三陸町 ４月１９～２０日

岩手県陸前高田市 ４月２１～２３日



結果

• 探索箇所 6箇所
• 探索法 ソナー反応があった物体に接近視覚的に確認
• 探索時間

– 探索地域（海岸）までのアクセスに時間を費やす
南三陸町 約3時間30分
陸前高田市 約8時間30分

• 結果
南三陸町 新漁港の復旧に目処 （水深５ｍより上に障害物なし）
陸前高田市 ご遺体発見には至らず

• 知見・課題
– 水中ビークルの正確な位置制御
– 地理情報システムのとの連動（マッピング）
– ヒューマンインターフェイス
– 画像の遠近感 (Object cueing)
– センサ融合
– 有線ケーブルの取り回し



まとめ

• 水中ロボットの必要性

多くの自治体から出動要請

ダイバーにとって危険な場所が多く存在

透明度が悪い（30-50cm程度）

ソナーとカメラの協調運用

• ミッション（自己完結：ロジスティクス・安全確保）

・水中のご遺体探索

今回の探索では発見できず

自治体、海上保安庁、自衛隊との協力

・港の復旧・復興

航路の確保のため海中の障害物の探索と地図作成



災害/平常時サイクル



政治・経済・行政

工学

医学 心理学

安全・安心社会構築のための
レスキュー学（松野、河合：２００１）

工学・医学・心理学・の三位一体

被災者・救援者・災害弱者への
メンタルケア

http://www.nippon-foundation.or.jp/chapn/konnatokoronimo/images/ill_05.gif�
http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=www.gem.e-catv.ne.jp/jibika/shinsatu.jpg&imgrefurl=http://www.gem.e-catv.ne.jp/jibika/sub3.htm&h=480&w=634&prev=/images%3Fq%3D%25E8%25A8%25BA%25E5%25AF%259F%26start%3D320%26svnum%3D10%26hl%3Dja%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN�
http://www1.fctv.ne.jp/~syoubou/sagyou/syaryou/sya8.jpg�
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/koho/No672/toku1.JPG�


ご清聴いただき

ありがとうござました
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