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電源自立型の土砂災害監視カメラシステムの構築と評価
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概要：近年，全国的にゲリラ豪雨が発生しており，それにともなう土砂災害が発生し甚大な被害をもたらし
ている．広島市においては，2014 年 8 月 20 日に安佐北区や安佐南区等の住宅地において大規模な土砂災
害が発生し，また 1999 年 6 月 29 日にも集中豪雨により佐伯区等で土砂災害が発生しており，これまで多
くの被害が生じてきた．土砂災害による被害を最小限に抑えるためには，住民らの適切なタイミングでの
避難が重要となる．我々は，避難判断に必要な情報を住民が自ら入手できる環境を整える必要があると考
え，24 時間連続稼働可能な電源自立型の土砂災害監視カメラシステムを構築した．本システムは太陽光発
電とバッテリ蓄電による自立的な電源供給を可能とし，赤外線カメラによる昼夜連続した危険箇所の監視
を実現できる．また無線通信ネットワークを利用することで，リアルタイムに現地のカメラ撮影画像を住
民らへ提供することが可能である．実際に土砂災害が発生し今後も危険が予想される広島市内の 3 カ所に
本システムを設置し，2015 年の 5 月から運用を開始した．山中での運用となるため，日々の日照時間が限
られており，特に梅雨や冬季の日照時間が少ない時期にはシステムが停止することを経験した．本研究で
は，1 年間の運用を行い山中での電源自立型システムの稼働データを得るとともに，その実績に基づき，実
際のシステムの稼働状況をシミュレーションし，稼働率を 100%にするためのシステム要件を明確化した．
キーワード：土砂災害，24 時間連続監視，リアルタイム配信，太陽光発電，赤外線カメラ，稼働率
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Abstract: Recently, guerrilla rainstorms have frequently occurred all over Japan, possibly inducing land
slide disasters which cause severe damage. In Hiroshima city, the serious land slide disasters attacked the
residential areas of Asa-kita-ku, and Asa-minami-ku on Aug. 20, 2014, and heavy rainstorms induced land
slide in Saeki-ku on June 29, 1999. There were a lot of damages in these disasters. To suppress the damages
caused by land slide disasters as much as possible, it is important for residents to evacuate at appropriate
timings. The authors consider that it is necessary to develop the environment where the residents can obtain
information required for their decisions of evacuating or staying. Therefore we developed the self-powered
camera systems for natural disasters monitoring, which are able to continuously work for 24 hours. The
systems are self-powered by use of solar panels and a battery, and can monitor the dangerous area both in
day and night by use of an infrared camera. Also the systems can provide real time images taken by the
camera to residents through by wireless communication networks. In May, 2015, we began to operate the
monitoring systems in the three areas where the land slide actually occurred in Hiroshima city. In these areas,
there are few hours of sunlight in one day because the solar panels are installed in the wooded mountain.
In our operation period, we experienced that the monitoring systems were down because of less sunlight
particular in rainy season and winter season. In this study, based on the one-year actual operation results,
we evaluated the operational features in the systems and clarified the required conditions to realize 100% in
operation rate.
Keywords: land disasters, continuous monitoring, real time casting, solar power, infrared camera, operation
rate
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近年，全国的にゲリラ豪雨が発生しており，それにとも
なう土砂災害が発生し甚大な被害をもたらしている．わが
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国では急峻な地形が広く分布しており，丘陵地や山麓斜面

こで本研究では，1 年間の運用実績に基づき実際のシステ

まで宅地開発が進められた結果，土石流，地すべり，崖崩れ

ムの稼働状況を評価し，稼働率を 100%にするためのシス

のおそれのある土砂災害危険箇所は約 52 万カ所存在して

テム要件を明確化した．

いる [1]．広島市立大学の位置する広島市においては，2014

本論文の構成は以下のとおりである．2 章では，本研究

年 8 月 20 日に安佐北区や安佐南区等の住宅地において大

において構築した土砂災害監視カメラシステムの概要を述

規模な土砂災害が発生し [2]，また 1999 年 6 月 29 日にも

べる．3 章では，実際にシステムを設置した場所の特徴と

集中豪雨により佐伯区等で土砂災害が発生しており [3]，こ

取得された画像の一例を示すとともに，システムの稼働状

れまで多大な被害が生じている．

況を示す．4 章では，実際の稼働状況に基づきバッテリ蓄

土砂災害における被害を軽減するために，これまでも

電量をシミュレーションにより推定し，様々なシステム要

様々な取り組みが行われてきた．国土交通省の土砂災害警

件を変化させたときの稼働率を評価する．5 章はまとめで

戒避難ガイドラインには，災害前に土砂災害の危険性に

あり，本論文を総括する．

ついて住民に周知する必要性が指摘されており，ハザー
ドマップによる土砂災害警戒区域の把握や，タイムライ
ンによる避難時行動の手順の確認が重要とされている [4]．

2. 土砂災害監視カメラシステムの概要
図 1 に，本研究において構築した電源自立型の土砂災

最近では地理情報システム（GIS: Geographic Information

害監視カメラシステムの構成を示す．本システムでは，危

Systems）を活用したハザードマップが開発され [5]，WEB

険が予想される箇所に設置することを前提としており，商

上で居住エリア近辺のハザードマップを簡単に入手できる

用電源が確保できない場合でも稼働できるよう，太陽光パ

環境が構築されている [6]．また，土砂災害を雨量情報から

ネルより電源供給ができる構成とした．また昼夜問わず危

予測する検討も進められており，土壌水分量と相関の高い

険箇所を撮影することを実現するため，赤外線カメラを利

実効雨量という指標が使われている [7]．広島県において

用した．また，無線通信回線を用いることにより，赤外線

も警戒避難基準として実際に実効雨量を利用した短期降雨

カメラで撮影された画像を WEB サーバに自動的にアップ

指標や長期降雨指標が用いられている．

ロードするシステムを構築した．本 WEB サーバは広島市

しかしながら，自然現象を予測することは難しく，土砂

立大学内に設置しており，インターネットに接続されてい

災害においてもいつどこで発生するかを明確に特定するこ

るどの端末からでも撮影された画像にアクセスすることが

とは困難である．最近では，土砂災害をリアルタイムに監

可能であり，地域住民はそれぞれが所有するパソコンやス

視することへの要望が高まってきている [8]．住民がリア

マートフォン等のブラウザでリアルタイムに撮影された画

ルタイムに土砂災害の前兆や近隣の災害発生情報を収集で

像を閲覧することができる．このため，たとえば集中豪雨

きれば，適切なタイミングでの避難が実現できる．現在，

が生じた場合において，その場に赴くことなく危険な箇所

広島市の被災地にも，ワイヤセンサが土石流の通り道に張

をいつでも確認することができ，避難すべきか否かの判断

られており，新たな土石流によりワイヤが切断されるか否

を住民自ら行うことが実現できる．

かをリアルタイムに監視できるシステムが導入されてい
る [9]．
筆者らは，住民からいただいた要望を基に，先に示した

本システムの機器構成を図 2 に示す．太陽光パネルは
チャージコントローラを介して，バッテリおよび小型コ
ンピュータへ電源線で接続されている．チャージコント

これまでの取り組みに加えて，避難判断の一助となるため
のより分かりやすい情報を住民が自ら入手できる環境を整
える必要があると考えた．そして，土砂災害をリアルタイ
ムに映像として監視でき，24 時間連続稼働可能な電源自立
型の土砂災害監視カメラシステムを構築した．本システム
では太陽光発電とバッテリ蓄電により自立的に電源が供給
でき，赤外線カメラにより昼夜連続して危険箇所を監視で
きる．また無線通信ネットワークを利用することで，リア
ルタイムに現地のカメラ撮影画像を住民らへ提供すること
が可能である [10]．
本研究では，土砂災害が発生し今後も危険が予想される
広島市内の 3 カ所に上記のシステムを設置し，2015 年 5 月
から運用を開始した．山中での運用となるため，日々の日
照時間が限られており，特に梅雨や冬季の日照時間が少な
い時期にシステムがたびたび停止することを経験した．そ

c 2017 Information Processing Society of Japan


図 1 土砂災害監視カメラシステムの構成

Fig. 1 The configuration of self-powered camera system for
landslide disaster monitoring.
本論文の内容は 2015 年 10 月の中国支部大会で報告され，中国
支部長により情報処理学会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦され
た論文である．
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図 2 機器構成

Fig. 2 The machine configuration of the system.
図 3
表 1 システム諸元

SSH ポートフォワードによる遠隔制御

Fig. 3 Remote control based on SSH port forwarding.

Table 1 Specifications of the system.

信においてリアルタイム性を重視し，住民が画像の変化を
とらえやすくするために配信間隔をできるだけ短くするこ
とを優先的に考えた．320 × 240 ピクセルの画像のデータ
サイズは約 20 kB であり，1 枚の画像を送信するために数
秒かかることもあるため，画像を廃棄されることなく送信
できるように，配信間隔を 5 秒とした．
ローラには比較的安価に入手できる PWM（Pulse Width

本システムでは，無線通信装置のルータ機能により IP ア

Modulation）制御方式のものを用いた．またチャージコン

ドレスが小型コンピュータに割り当てられており，その IP

トローラから小型コンピュータや無線通信装置への給電は

アドレスはローカルアドレスとなっている．そのため，外

直流電源とし，バッテリ電圧の 12 V から DC-DC コンバー

部から直接小型コンピュータに接続することは困難であり，

タ（変圧器）を介して，5 V に変換して供給した．無線通

セキュリティの高いネットワーク構成となっている．コン

信装置はルータ機能を持ち，LAN 側にイーサケーブルを

ピュータの設定変更や不具合解消のために，遠隔地の管理

介して小型コンピュータと通信し，WAN 側には移動体通

者から小型コンピュータに接続し遠隔操作を行う手法とし

信網（3G 回線や WiMAX 回線）を利用してインターネッ

て，本システムでは SSH ポートフォワード技術を適用し

トに接続する構成とした．赤外線カメラと小型コンピュー

た．図 3 に SSH ポートフォワードによる遠隔操作イメー

タは USB ケーブルで接続した．また，小型コンピュータ

ジを示す．小型コンピュータからは起動時に SSH サーバ

には Raspberry Pi（Model B）を用い，無線通信装置およ

に自動的に接続し，遠隔制御（SSH や VNC）の接続受入用

び USB カメラ全体として消費電力は約 7 W であった．

のポートをあらかじめ指定しておく．管理者は SSH サー

表 1 に今回構築した土砂災害監視カメラシステム

バに接続する際に，小型コンピュータより指定された接続

の主な諸元を示す．本システムの 1 日の消費電力量は

受入用のポートに対して，接続要求のためのポートを転送

7 W × 24 h = 168 Wh と見積もることができる．たとえ

するように設定する．これにより，管理者からは SSH や

ば，100 W の太陽光パネルを 2 枚とした場合，発電効率

VNC のアプリケーションで設定したポートを用いること

を 0.5 としても，日照時間が 2 時間あれば，1 日の発電

で，小型コンピュータに接続することが可能となる．管理

量は 200 W × 0.5 × 2 h = 200 Wh となり，システムが消

者から SSH サーバまでと SSH サーバから小型コンピュー

費する電力量を上回り，安定的に稼働できる計算となる．

タまでの暗号化トンネリングが確立された通信回線を用い

また，蓄電容量が 115 Ah のバッテリを用いており，満

ることで，セキュリティの高い遠隔制御を実現するシステ

充電時の電力量は 115 Ah × 12 V = 1,380 Wh となり，満

ムとした．

充電時からの連続稼働時間は日照がない場合においても

1,380 Wh/168 Wh  約 8 日と導出できる．
画像サイズは，住民からの聞き取りから河川や谷の増水

3. 土砂災害監視カメラシステムの運用
3.1 システム設置環境

の様子を最低限確認できる程度の画質を確保するものとし

本研究では，実際に土砂災害が発生し，今後も危険が予

て 320 × 240 ピクセルと決定した．より高精細な画像を取

想される広島市内の 3 カ所（佐伯区河内地区，安佐南区八

得することも可能であるが，無線通信回線速度が 100 kbps

木ヶ丘地区，安佐北区桐原地区）に 2 章で述べた監視カメ

前後と比較的低速であるため，画像サイズを大きくすると

ラシステムを設置した．図 4 に設置箇所の位置関係を示

画像の配信間隔を長くする必要がある．本研究では画像配

す．河内地区は 1999 年 6 月 29 日に集中豪雨による土砂災

c 2017 Information Processing Society of Japan
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害が生じた地区であり，すでに砂防ダムが構築されている

は，砂防ダムが完成するまでの暫定処置として，土石流発

山中の渓流地に監視カメラシステムを設置した．また，八

生直後にワイヤネットが設置されており，そのワイヤネッ

木ヶ丘地区と桐原地区は 2014 年 8 月 20 日にそれぞれ土石

トを監視できるようにシステムを設置した．また，桐原地

流および土砂崩れが発生した地区である．八木ヶ丘地区で

区では，土砂崩れが起きた上部に監視カメラを設置し，崩
れた部分を監視できるようにシステムを設置した．
図 5 にそれぞれの地区に設置したシステムの概要を示
す．各システムは単管パイプをベースに用い，地中に埋め
る，もしくは重りをつけることでベースを固定した．また
太陽光パネルは約 30 度の角度で設置した．
図 6 に各地区においてシステム設置箇所から魚眼レンズ
を用いて上空を撮影した画像を示す．また各画像には，春
分，夏至，秋分，冬至の時期の太陽の軌跡もあわせて示す．
各地区とも山中にシステムを設置していることから，周囲
が森林におおわれ，直射日光を受ける時間帯は限られるこ
とが分かる．特に河内地区や八木ヶ丘地区では，桐原地区
に比べて日光を受ける時間を確保しにくく，冬至において
は 2 時間から 3 時間程度しか日光を受けることができず，

図 4 土砂災害監視カメラシステムの設置箇所

太陽光パネルによる発電が厳しい環境である．

Fig. 4 Locations of the developed camera systems.

図 5

設置したシステムの概要

Fig. 5 Overviews of the constructed systems.

図 6 各設置箇所における上空の様子および春分，夏至，秋分，冬至の太陽軌跡

Fig. 6 All sky camera pictures in each site with solar trajectories during equinox and
solstice.

c 2017 Information Processing Society of Japan
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3.2 システム稼働状況の評価

える仕様となっている．図 8 には同じ八木ヶ丘地区で夜間

(1) 配信用 WEB ページと配信画像例

に撮影された画像の例を示す．夜間になると赤外線が自動

図 7 に八木ヶ丘地区を例にしてリアルタイム画像配信用

的に照射され，図 8 に示すように白黒の画像として記録さ

の WEB ページを示す．現在の WEB ページでは，中心に

れる．現在のシステムでは，赤外線照射距離が約 10 m で

リアルタイム画像を表示しており，5 秒間隔で更新してい

あり，カメラを撮影対象にできるだけ近づけるように設置

る．また時系列変化の様子が確認できるように，1 時間前

している．しかしながら，カメラを近づけた場合には視野

までの 10 分間隔の画像データを並べて表示している．時

が狭くなるため，今後はより広い視野を確保するよう，赤

系列の画像データは 10 分間隔で更新している．各画像に

外線カメラの改良が必要と考える．

は撮影時刻もあわせて表示しており，WEB ページへ画像

降雨時における画像の例として，図 9 に 3 カ所で 2016

が表示されるまで，撮影された時刻から 15 秒程度，送信

年 6 月 24 日午前に撮影された画像を示す．当日は広島市

処理，通信回線送信遅延，表示処理等に時間がかかること

には大雨警報と洪水警報が発令された．図 9 に示すよう

を確認した．また日照不足によりカメラシステムが停止し

に，特に河内地区や八木ヶ丘地区では，30 分前と比べて

た場合には，お知らせ欄でシステムが停止している旨を伝

濁った水が増水している様子が確認できた．
以上のように，本システムを導入することで，危険な箇
所をその場所に赴くことなく監視することが可能であり，

図 7 リアルタイム画像配信用 WEB ページの例

Fig. 7 The example of the WEB page for real-time image

図 8 赤外線カメラによる夜間の撮影画像例

Fig. 8 The example of a picture taken by the infrared camera
at night.

casting.

図 9 各地区における大雨時の増水の画像例

Fig. 9 The examples of pictures taken at heavy rain in each site.

c 2017 Information Processing Society of Japan
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住民が避難すべきタイミングを決める際に，有効な情報提

80%台であったが，増設した後にはすべての地区において

供を実現できるものと考える．

90%を超える稼働率を達成することができた．表 3 には各

(2) システムの稼働状況
本研究では，実際に広島市内の 3 カ所に設置し運用を継
続しているシステムの稼働状況を評価した．図 10 に各地
区における 2015 年 6 月から 2016 年 5 月までの 1 年間の稼
働状況を示す．各図においては，横軸に時間，縦軸に月日
を表し，日照不足によりシステムが不稼働となった時間帯
に色を付けて表示した．
各地区とも 5 月後半にシステムを設置し，はじめは 100 W
の太陽光パネルを 1 枚で運用を開始した．その後，梅雨時
期に入り，日照不足が原因でシステム停止が頻発するよう
になったため，桐原地区と八木ヶ丘地区では 6 月に，河内
地区では 7 月に 100 W の太陽光パネルを 2 枚に増設した．
八木ヶ丘地区では，9 月に入り，赤外線カメラの不具合
により画像が取得できなかった期間が生じた．調べたとこ
ろ，USB ケーブルのコネクタ不良であったことが分かり，
ケーブルを交換することで正常に復旧した．
桐原地区においては，太陽光パネル増設後，システムは
まったく停止することなく稼働を継続している．一方で河
内地区と八木ヶ丘地区では，11 月から 2 月の冬季の間，深
夜から午前中にかけてシステムが停止することを経験し
た．これは日照不足が原因であると考えられ，冬季は日照
時間が少なく，バッテリへの蓄電量が十分となることが難
しく，システム停止が頻繁に生じたと考えられる．しかし
ながら，晴天時であれば午前中に太陽光パネルで発電され，
自動的にシステムが稼働し始めていたことを確認できた．
さらにシステム起動直後から，カメラ画像をアップロード
し，WEB で画像配信を再開できていたことを確認した．
表 2 に各地区における太陽光パネルを増設する前と増
設した後のシステムの稼働率を示す．太陽光パネルを増設
する前には，桐原地区や八木ヶ丘地区における稼働率が
表 2

太陽光パネル増設前と増設後のシステム稼働率

Table 2 Rates of system operation before and after adding
100 W solar panel.

表 3 太陽光パネル増設前と増設後の平均復旧時間

Table 3 Mean recovery time before and after adding 100 W
solar panel.

図 10 設置したシステムの 1 年間の稼働状況

Fig. 10 Annual operation status of the installed camera
systems in each site.
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地区における太陽光パネルを増設する前と増設した後のシ
ステムの平均復旧時間を示す．太陽光パネルを増設する前
には，平均復旧時間が 1 日から 2 日かかっていたが，太陽
光パネルを増設した場合約 10 時間となり，パネル増設に
より充電能力が改善されたことから，平均復旧時間が短縮
されたことを明らかにできた．

4. バッテリ蓄電量のシミュレーション
本研究では，広島市の気象台で得られた日照時間の気象
データ [11] を基にして現行システムのバッテリ蓄電量をシ
ミュレーションすることで，実際に設置した監視カメラシ

図 11 河内地区におけるバッテリ蓄電量のシミュレーション結果

Fig. 11 Simulation result of battery power storage based on
Kouchi system.

ステムの年間の稼働状況を再現した．本シミュレーション
では，以下の式を用いて，稼働時からの経過時間 i におけ
るバッテリ蓄電量 Cb [i] を 1 時間ごとに逐次的に求めた．

⎧
⎪
(Cb [i]≥Cb max ),
⎨Cb [i]=Cb max
Cb [i]=Cb [i−1]+kPs Rs −P0 (0≤Cb [i]<Cb max ),
⎪
⎩
Cb [i]=0
(Cb [i]<0).
ここで，Cb

max

[Wh] はバッテリ蓄電量の上限，k は調整

係数，Ps [Wh] は太陽光パネルによる 1 時間発電量の理論
値，Rs は 1 時間の日照割合，P0 [Wh] はシステムの 1 時間
消費電力量を表す．調整係数 k は季節による南中高度の違
いによる発電効率やチャージコントローラの充電効率に依
存する値であり，本研究ではシミュレーション時のシステ

図 12 最大バッテリ蓄電量を 2 倍にしたときのシミュレーション
結果

Fig. 12 Simulation result of Kouchi system with twice battery
power storage.

ムの不稼働率が実際のシステムの不稼働率と同じになるよ
うに，k の値を 1 カ月ごとに決定した．
本シミュレーションでは，図 10 に示す太陽軌跡により
導出した直射日光を受けることのできる時間帯を考慮し
て，各地区の発電量を制限した．具体的には，太陽が森林
に遮蔽されない時間帯のみの日照割合のデータを利用し，
その他の時間帯は発電量を 0 としてバッテリ蓄電量をシ
ミュレーションした．
最も稼働率が低かった河内地区を対象として，実際のシ
ステムと稼働率が同じになるようにシミュレーションした
バッテリ蓄電量の年間変動を図 11 に示す．7 月の下旬に
太陽光パネルを 2 枚に増設してから 11 月までは停止する

図 13 太陽光パネルを 3 枚にしたときのシミュレーション結果

Fig. 13 Simulation result of Kouchi system with three solar
panels (300 W).

ことなくシステムが稼働していたが，9 月に日照不足のた

変更したときのバッテリ蓄電量の年間変動を示す．本シ

めバッテリ蓄電量が低下してシステムが停止しかけていた

ミュレーションでは，太陽光パネルを 2 枚（200 W）とし

ことが分かった．また 11 月からは日照時間が短くなり発

システムの消費電力を 7 W として計算した．9 月の日照不

電量が低下したことで，断続的にシステムが停止している

足時の蓄電量低下は確認できるが，最大蓄電量が多いため，

様子を表すことができた．また 3 月以降は日照が不足する

システム停止までには余裕があることが分かる．しかしな

ことなく，システムが連続稼働していることが分かる．

がら，11 月からは連続した日照不足が原因となり，徐々に

本研究では，年間を通じてシステムを長期安定的に稼働

バッテリ蓄電量が減少し，システムの消費電力量が発電量

させるために現行のシステムのどこを改良するべきかにつ

を上回る日が続いたことで 12 月ごろに蓄電量が 0 Wh と

いて検討を行った．ここでは，最大バッテリ蓄電量，太陽

なった．発電量はこれまでのシステムと同等であり，十分

光パネルの枚数，システムの消費電力量を変化させた場合

に発電できない冬季にはシステム停止が断続的に生じるこ

のバッテリ蓄電量をシミュレーションした結果を示す．

とが確認できた．

図 12 に河内地区において最大バッテリ蓄電量を 2 倍に
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型の土砂災害監視カメラシステムを構築した．そして，広
島市内において実際に土砂災害が生じた 3 カ所においてシ
ステムを設置し運用を開始した．1 年間以上の運用実績お
よびシミュレーションに基づき，実際のシステムの稼働状
況を評価した．以下に得られた結果をまとめる．

• 赤外線カメラを利用することで昼夜問わず危険箇所を
撮影でき，WEB による配信により住民がリアルタイ
ムに画像を確認できるシステムを構築した．
図 14 システム消費電力を 5 W にしたときのシミュレーション結果

• 山中でのシステム設置のため日照を確保しにくく，梅
雨時期や冬季にはバッテリ蓄電量の不足によるシステ

Fig. 14 Simulation result of Kouchi system with 5 W power

ム停止を確認した．

consumption.

• シミュレーション評価結果から，システムの消費電力
たときのバッテリ蓄電量の年間変動を示す．本シミュレー

を 5 W に削減することにより，年間を通じて稼働率を

ションでは，最大バッテリ蓄電量を 1,380 Wh，システム消

100%にすることが可能であることを明らかにした．

費電力を 7 W として計算した．図 13 より，現行の太陽光

今後は，現行のシステムの改良を継続することで，土砂

パネルが 2 枚のシステムと比べて今回のシステムでは，短

災害監視カメラシステムの安定稼働に貢献したい．さらに

時間の日照時間においてもより効率的に充電することで，

他の危険箇所にも本システムをより多く設置して，面的に

バッテリを満充電状態に引き上げやすいことが確認でき

土砂災害を監視できるネットワークを構築することが重要

る．また冬季の日照が少ない場合においても，バッテリ蓄

であると考える．

電量が 0 Wh とならなかったことを明らかにできた．

また，画像や画像の変化を見ただけでは住民が避難すべ

図 14 に河内地区においてシステムの消費電力量を 5 W

き危険な状態かどうかを判断することは難しい場合があ

に変更したときのバッテリ蓄電量の年間変動を示す．本シ

る．今後は危険箇所の画像を提示するだけでなく，機械学

ミュレーションでは，太陽光パネルを 2 枚，最大バッテリ

習の適用により，システムが自動的に画像から危険度を判

蓄電量は 1,380 Wh とした．消費電力量が 7 W の現行シス

定し，住民へ通知する技術の実用化を目指す．

テムに対して 2 W 削減した場合，図 11 の現行システムと

謝辞 広島市の河内地区，桐原地区，八木ヶ丘地区の住

比較してバッテリ蓄電量の時間的な減少率が小さくなる

民の皆様にはシステム設置においてご協力をいただいた．

ことで，冬季の日照が制限されている場合においても，シ

また本研究においては気象庁広島地方気象台三入観測所で

ステムを安定的に稼働させることが可能であることが分

得られた日照時間データを利用させていただいた．ここに

かった．

深く感謝いたします．本研究の一部は総務省戦略的情報通

図 13 および図 14 より，太陽光パネルの増設およびシ

信研究開発推進事業（SCOPE）の受託研究および広島市

ステムの消費電力の削減により，どちらにおいても安定的

立大学情報科学研究科共同研究プロジェクトの支援により

な稼働を実現できるが，太陽光パネルの増設においては，

実施した．

設置スペースの問題があり今回の地区においては実現し
にくい．また山中の日照時間がきわめて短い場所では非日
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