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あらまし 電磁界を利用した地下計測手法として，電磁誘導センサや地中レーダが知られている．こうしたセ
ンシングは地下埋設物検知のような工学的応用がよく知られているが，自然災害の被災者捜索，地雷・不発弾検
知などの人道的な分野での応用は世界的に広がっている．我々は東日本大震災における津波被災者捜索，また御
嶽山噴火被災者捜索，岩手・宮城内陸地震，熊本地震では地滑り被災者捜索などで電磁界計測を利用した活動を
行った．また従来の金属探知機に地中レーダを複合したセンサは地雷検知作業の効率を向上させることが期待さ
れている．東北大学が開発した ALIS はカンボジアでの地雷除去活動での利用が開始された．こうしたセンサは
位置計測技術と相まって，高度な画像化機能を付加することで実用性が格段に向上する．
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1. ま え が き

2. 地下電磁計測技術

電磁界を利用した地下計測手法として電磁誘導を利

地下計測では電磁界が水分を含む土壌中を伝搬する

用した金属物体検知や，地中レーダによる埋設物検知

ため，電磁界計測に利用する周波数の選択が最も重要

がよく知られている [1]．これらの計測法は非掘削の地

なポイントとなる．導電性媒質中で電磁界は低い周波

下埋設物検知手法として道路下の埋設管検知の分野で

数で拡散場，高い周波数では波動場として振る舞うが，

実用化が進んだ．また近年ではコンクリート構造体内

その境界は誘電正接 (tan δ) を導電率 σ ，誘電率 ε，角

部の鉄筋検知，道路舗装や道路下空洞検知など工学分

周波数 ω として

野での利用も急速に広がっている一方，遺跡探査や地
質調査などの分野での利用も知られている．
筆者は 2002 年より科学技術を利用した人道的地雷

tan δ =

σ
ωε

(1)

で決まる．実用的に利用される計測手法は (1) 静電界・

除去作業の効率化を目指し，ハンドヘルド型地雷検知

直流電界，(2) 静磁界を利用する手法，(3) おおむね

器 ALIS を開発してきた [2]．ALIS は電磁誘導センサ

100 kHz 以下の周波数で拡散電磁界を利用する電磁探

と地中レーダを複合したセンサである．地雷検知技術

査（EM 探査）法，(4) 100 MHz より高い周波数で電

の開発に携わる過程で電磁界応用計測技術をより広い

磁波を利用する地中レーダ（GPR）に分類できる．静

分野，特に人道的な目的に利用する多くの機会を経験

電界・直流電界では地中に直流電流を通電し，誘起さ

することになった．このような実践例を通じて本論文

れる電位分布から媒質の導電率を計測する「電気探査」

では自然災害の復興に係わる活動と人道的地雷除去の

法が広く用いられている．電極配置を工夫することで

例を取り上げ，地下電磁界計測技術がいかに社会貢献

2 次元，3 次元的な導電率分布を推定する手法が土木

につながる可能性があるかについて紹介する．

建築などで利用されている．地中の強磁性体によって
乱される地磁気を計測するのが「磁気探査」であり，
大規模な金属鉱床探査から窯跡を捜す遺跡探査まで利
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用されている．
地下計測で電磁誘導を利用する「電磁探査法」は導
電率計測に利用されている．数 kHz 以下の電磁界は
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数十 m を超える地下への浸透が容易であるため，地
下資源探査などに利用される一方，数十 kHz 程度の
電磁波は数 m 程度までの地下の微小な導電体に敏感
であるため，浅層の金属探知に利用されている．地雷
検知などでは「金属探知機」と呼ばれる．
一方，100 MHz を超える電磁波は地中レーダ（GPR）
として同様に浅層の金属並びに非金属探知に利用さ
れている．数十 kHz から 100 MHz 程度までの電磁波
は，適度に湿った土壌では波動場と拡散場の両方の性
質が現れるため，地下計測には利用しにくい周波数帯
である．

2. 1 電磁探査法
電磁誘導を利用する電磁探査法を利用したセンサ，
所謂「金属探知機」は，地中に埋設された金属を検知
するのに実用的な手法である．しかし拡散場を利用す
るため，計測対象の分解能は一般に低く，導電性物質
の有無の判断，つまり検知に使用されている．後述す
る地中レーダは地下埋設物だけでなく土壌水分の不均
質などにも鋭敏な反応を示すため，例えば被災者捜索
を目的とした場合，反応が多すぎ目的を絞れない．半
面，土砂に埋もれた自動車や，人が身につけている腕
時計，缶などの金属は土砂に紛れても明瞭な反応を示
すので，金属探知機は利用しやすい．地雷や不発弾検

図 1 電磁誘導センサにおけるコイル配置
Fig. 1 Coil arrangement for electromagnetic
induction sensors.

知においても同様の理由で電磁誘導式のセンサが広く
利用されてきた．電磁誘導センサではまず送信コイル

携帯型であるため，送受信コイルの間隔は数 cm から

に交流電流を流し交流磁界（一次磁界）を発生させる．

1 m 程度である．このとき，埋設物中の渦電流で発生

一次磁界は埋設物中の導電性物質の内部に渦電流を誘

する二次磁界は，送信コイルからの一次磁界に比べて

起し，渦電流は二次磁界を発生する．電磁誘導センサ

極めて微小である．このため，受信コイルが送信コイ

は二次磁界による誘導起電力を受信コイルで検知する．

ルからの 1 次磁界に対する感度を軽減するコイル配置

電磁誘導センサは導電性がある物体であれば，鉄，ア

が工夫される．例えば地雷検知用の電磁誘導センサで

ルミ，銅など種類を問わず検知できる．

は，図 1 (a) に示すように二つの差動型の受信コイル

金属鉱床探査などでは数十 m 以上の大きさのコイ

を送信コイルに対して対称に配置することで，一次磁

ルを利用した電磁誘導センサも利用されるが，地雷検

界を相殺する差動型センサが利用できる．また，コイ

知，不発弾検知では人が歩きながら利用できる小型の

ル配置を図 1 (b) のように水平同士ではなく図 1 (c)

電磁誘導センサが主に利用されている．

のように水平と垂直に配置することで一次磁界に対す

電磁誘導センサに用いる送受信コイルの配置により，

る二次磁界の振幅の比率を高められることも知られて

感度を調整することができる．対人地雷は深度 30 cm

いる．またこのとき送受信コイルの間隔を変えること

程度までの深さにある極微量な金属を検知する必要が

で，最大感度をもつ深度を変化させられる [3]．

ある．こうした目的では送受信コイルを同一の位置に

2. 2 地中レーダ（GPR）

配置することで検知範囲を狭め，感度を高める．一方

100 MHz を超える電磁界は地中で電波として伝搬す

対戦車地雷や不発弾を検知する目的では送受信コイル

るので GPR によるイメージングが可能となる．レー

を離して配置するか，大きな送受信コイルを用いるこ

ダイメージの分解能は周波数帯域幅で決まるが，地中

とで，検知深度を 2 m 程度まで深くする．

レーダでは周波数が高いほど媒質の損失が大きいため

不発弾，地雷を検知する目的の電磁誘導センサは

検知深度が小さくなり，低い周波数では帯域が狭いた
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め分解能が低下する．大凡の目安として深度 1 m 程度
の埋設管検知には 300〜500 MHz，深度 20 cm 程度の
コンクリート内部の鉄筋，あるいは地雷検知には 1〜

3 GHz 程度の周波数が利用されている．
GPR では垂直断面（B スキャン）図を原位置でリ
アルタイムで確認しながら作業することで埋設管など
を検知できる．しかし遺跡調査など水平的な形状を確
認したい場合には GPR 装置を地表面で 2 次元的に走
査し，3 次元的な GPR データを取得したうえで，水

図 2 ALIS GPR の B スキャン表示
Fig. 2 B-scan of ALIS GPR data.

平断面（C スキャン）図をとることで実現できる．こ
のときも GNSS（全球測位衛星システム）による高精
度な位置情報と組み合わせることで，地下構造の画像
化が可能となる [4]．
より高精度な 3 次元地下情報を取得するためにアン
テナをアレイ配置したマルチスタティック型 GPR が
実用化されている．アンテナをアレイ型に配置するこ
とでアンテナ間隔が正確に固定されるため，合成開口
（マイグレーション）処理による 3 次元画像の精度が
格段に向上する．我々が開発したマルチスタティック
型 GPR によるイメージングは 3.2 で説明する．

2. 3 地雷検知用センサ
対人地雷を主な対象とする人道的地雷除去ではこれ
まで主として電磁誘導センサ（金属探知機）が利用さ
れてきた．金属探知機は検知能力に関して非常に信頼
性が高い半面，地雷に含まれる金属以外にも反応する
ため，掘削除去作業（プロッディング）に膨大な時間
がかかることが最大の問題である．この問題を解決す

図 3 ALIS GPR データの 3 次元表示
Fig. 3 3D representation of ALIS GPR data.

る手段として金属探知機に地中レーダ（GPR）を組み
合わせた「デュアルセンサ」の開発が 2000 年頃より

（B スキャン）表示したものである．操作者が手動で

世界的に進められた．現在米国製 HSTAMIDS，英国

地雷付近を往復しながら走査するため，垂直断面も走

製 Minehound などのデュアルセンサが知られており，

査軌跡に沿って表示されている．このデータを SAR

軍隊による地雷除去活動の他，一部人道的地雷除去に

処理して 3 次元画像化したのが図 3 である．中央に地

NPO などが利用している．

雷の形状が明瞭に見える．操作者はこの図から作成さ

東北大学は 2002 年より，デュアルセンサ ALIS の
開発を開始した．東北大学が開発するデュアルセンサ

れる水平断面図（C スキャン）を見て地雷の有無を判
断する．

ALIS の最大の特長は GPR 信号を合成開口レーダ処

ALIS の SAR 処理を可能にするのは，人間がセン

理（SAR，マイグレーション）により埋設物の画像化

サヘッドを自由に走査してデータを取得するハンドヘ

を行うことでクラッタの軽減を図る点にある [5]〜[14]．

ルドセンサでありながら，センサ位置を追跡できるシ

操作者は ALIS の金属探知機を利用して地中の金属を

ステムを具備することにある．プロトタイプの ALIS

検知したら ALIS の GPR 機能を利用し SAR 処理後

ではセンサに取り付けたカメラで地表面画像を撮影し

の画像信号から地雷の有無を判断する．ハンドヘルド

画像間の相関から移動位置を推定したが，2017 年に

型センサで SAR 処理機能をもつ GPR センサは世界

完成した新型 ALIS では 3 軸加速度計で数 cm 精度で

で ALIS のみである．

センサ位置を追跡している．

図 2 は ALIS で取得された GPR データを垂直断面
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ALIS で使用する SAR 処理では走査を行う 50 cm 四
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方の範囲で 2 cm 程度の位置精度が必要である．GNSS

に対しては GNSS の併用による画像化が効果的であ

などでこうした情報を取得することは難しく，また地

る [18]．

雷除去作業は GNSS を利用できないジャングルなど
でも実施されている．

3. 2 東日本大震災直後の対応
2011 年 3 月の東日本大震災を仙台で直接経験した

3. 自然災害における捜索活動

我々は，震災直後から何ができるかを考え始めた．福

3. 1 岩手・宮城内陸地震

られ，我々は GPR により，震災時に赤い水が噴出し

2008 年 6 月 14 日岩手県南部で発生した岩手・宮城

た地帯の地下計測を行った．結果的に地下 2 m 程度に

内陸地震は宮城・岩手両県に甚大な被害をもたらした．

残された炭鉱施設内部の空洞に溜まった水であること

土砂災害により死者 17 名，行方不明者 6 名を数え，

がわかった [19]．

行方不明者の捜索活動は 2010 年 8 月まで継続された．

2009 年 8 月，我々は宮城県栗原市からの依頼を受け，

島県いわき市の住民から地鳴りの不安が市役所に寄せ

3. 3 津波被災者捜索
東日本大震災による死亡者は 15,000 人を超え，2018

不発弾（UXO）検知用金属探知機とリアルタイムキネ

年 11 月現在の行方不明者は依然 2,500 名に達する．こ

マティック測位（RTK-GPS）を組み合わせた金属探

れらのほとんどが津波被災者である [20]．

知機信号の画像化システムを開発し，栗原市湯浜地区
において埋没車両の捜索活動を実施した [16], [17]．

我々は GPR による遺跡調査を行っていたが，我が
国の遺跡調査は規模が比較的小さく，古墳や山岳地の

図 4 にシステムを示す．使用した金属探知機（CEIA

遺跡など不整地が多いため，広大な面積を一度に調査

製 MIL-D1/DS）は本来不発弾探知用で，図 1 (c) の

する需要がそれほど高くないと考えてきた．しかし津

垂直–水平コイル配置をとっており，送受信コイル間

波被災地において多くの住宅が高台に移転するのに伴

隔が 1 m 程度で，深度 2〜3 m までの比較的大きな導

い，広大な面積の遺跡調査が法令で必要となることか

電体の検知に適している．水平方向では点物体からの

ら，図 6 に示すアレイ型の地中レーダ装置「やくも」

反応も 1 m 程度の分解能しか有しないが，RTK-GPS

を東北大学の復興支援事業の一部として開発し，迅速

の位置情報と併せることで図 5 に示す 100 m × 400 m

な遺跡調査を支援する体制を整えた [21]．我々は 2013

程度のマッピング図が得られ，この結果車両が埋没し
ている可能性のある場所を数カ所特定することができ
た．2010 年 8 月に我々が計測した場所周辺を掘削し，
車両捜索を行ったが，残念ながら車両発見には至らな
かった．しかし金属反応があった場所にはガードレー
ルなど大型の金属片が確認できた．
電磁探査法は，地下埋設物の検知分解能は必ずしも
高くないが，金属物体の位置を特定するような目的

図 4 RTK-GPS アンテナを装着した金属探知機
Fig. 4 Metal detector equipped with a RTK-GPS
antenna.

図 5 栗駒山被災者捜索における金属探知機反応
Fig. 5 EM induction sensor response at victim
survey at Kurikoma Mt.
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図 6 「やくも」による津波被災者捜索
Fig. 6 Multi-static GPR “Yakumo”.

年より「やくも」を利用して，宮城県，福島県で遺跡
調査を実施したが，復興が進むなか沿岸地域での津波
被災者捜索が続けられていることを知り，
「やくも」を
主体とする捜索活動を岩手，宮城，福島各県警と実施
した．特に福島県警と協力し，原発の影響で立ち入り
が制限されていたため捜索活動が遅れていた福島県浪
江町では 2017 年 3 月まで，ほぼ毎月の月命日にレー
ダ探査を実施した [22]．
「やくも」は 25 cm 間隔に配置した 8 対の送受信ア
ンテナを備えたマルチスタティック GPR であり，全
ての送受信アンテナ間でレーダ信号を取得するため，

2 m 幅で精密な 3 次元的な地下イメージングを行える．
図 7 は宮城県名取市閖上海岸で得られた GPR の垂直
断面と水平断面図である．○を記した位置に埋設物が
確認できる．これを掘り起こしたところ，津波で流出
した木造民家の長さ 1.5 m ほどの梁材であることが確
認できた．それ以外の孤立した反射波は漁具などの埋
設物であり，また砂浜の堆積層も確認できる．

図 7 「やくも」で得られた GPR プロファイル
Fig. 7 GPR profile obtained by Yakumo.

通常の GPR 計測では広大な範囲に埋まっている小
さな物体を識別することは非常に難しい．

更に磁性体を多く含む土壌では土壌からの反応と金属

3. 4 御嶽山被災者捜索

からの反応を反応信号のスペクトル分布から識別する

2014 年 9 月に噴火した御嶽山では墳火災害により

機能を有している．火山灰には多量の鉄分が含まれる

死者 58 名，行方不明者 5 名が出た．行方不明者は噴

ためこうした機能をもたない金属探知機では誤報が多

石，火山灰に埋もれていると考えられている．我々は

く使用できない．

行方不明者の捜索活動に金属探知機，地中レーダ技術
の提供を申し出，長野県警と協力して捜索活動を実施
した．図 8 は御嶽山山頂付近において金属探知機で
火山灰中の被災者を捜索している状況である．本装置
（CEIA MIL-D1）は本来対人地雷検知を行うセンサ
であり，図 1 (a) の差動型センサをもち，深度 30 cm
程度までの 1 g 以下の微小金属も捉えることができる．
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御嶽山では被災者の所持品を火山灰の中で検知する
ことができた．

4. 人道的地雷除去活動
4. 1 カンボジアでの地雷除去活動
我々は ALIS プロトタイプを利用してクロアチア，カ
ンボジアの実地雷原で地雷除去を実践してきた．2009

招待論文／地下電磁計測による社会貢献

Fig. 8

図 8 御嶽山での電磁探査
EM induction survey at Ontake Mt.

図 9 カンボジアでの ALIS による地雷検知
Fig. 9 Mine detection by ALIS in Cambodia.

年 7 月からカンボジア地雷除去センター（CMAC）

テストサイトで評価試験を実施した．本サイトにはカ

が ALIS を用いて行った評価試験で検知された埋設

ンボジアの典型的な土壌が数種類用意されている．ま

物は 15,621 個である．2 台の ALIS を利用し総計

たサイトに埋設されている地雷は爆薬を残したまま起

2

254,867 m の範囲で地雷除去を実施した．この中で総

爆装置を外した不活性地雷（Inert Mine）地雷である．

計 82 個の対人地雷が ALIS によって検知され，その

GPR は地雷の構造によって反射信号が大きく変わる

ほとんどが旧ソビエト製対人地雷 PMN-2 であった．

ため，不活性地雷を利用した評価試験の意義は大きい．

ALIS で取得したデータはその全てが PC に保存さ
れている．実地雷原で取得したレーダデータが保存
されている例は世界的にも ALIS 以外にない．また

ちなみに本サイトは 2006 年に実施した JST プロジェ
クトで日本の援助によって整備された施設である．
現在東北大学では 2 台の ALIS を CMAC に貸与

CMAC 隊員は，全ての金属片を掘り出す作業を行う

している．このうちの 1 台は愛媛県松山市に本拠を

が，全ての地雷を含む金属片以外の埋設物体を記録し，

置く認定 NPO 法人国際地雷処理・地域復興支援の会

写真を撮っている．また作業員が ALIS のデータを見

（IMCCD）が運営するチームによって運用されてい

て，地雷の可能性の有無の判断を記録している．こう

る [23]．ALIS は CMAC による評価試験を経て，2019

したデータは今後の ALIS 開発に活用されている．

年 1 月よりカンボジア国内の地雷原での利用が認めら

総計 15,621 個の金属反応の中で 3,522 個は実際に

れた．2019 年 1 月，カンボジア西北部に位置するバッ

は金属片であるのに地雷として作業員によって報告さ

タンバン県において，IMCCD による ALIS を用いた

れている．また 12,081 個は金属片を ALIS によって

地雷除去活動現場を訪問した．地雷除去作業に先立

正しく金属片として識別し，82 個の地雷は全て正しく

ち，草刈りが行われる．地雷除去を行う地域の多くは

地雷として識別された．この識別率の高さがデュアル

水田，あるいは農耕地であった場所であるが，内戦終

センサが金属探知機より作業効率を高めることができ

結後，地域住民は地雷原の位置を知っているので立ち

る証である．

入ることなく放棄されている．そのため，カンボジア

実地雷原で長期間にわたり実証試験を重ねてきた

における地雷原は多くの場合，草や灌木で覆われてい

ALIS ソフトウェアを搭載し，ハードウェアを小型化

る．地雷除去対象地が広く平坦である場合には大型の

した新型 ALIS が 2017 年末に完成した．図 9 に概観

草刈り機を利用した刈り払いも行われるが，農耕地や

を示すとおり，その形状や，重量が 3 kg しかないこと

集落に隣接した小規模な場所では機械除去は利用され

など従来の金属探知機と変わりがなく，現場への導入

ていない．

が容易である．信号処理は Android を搭載したタブ

まず，検知を行う範囲を 1.5 m 幅に設定し，安全地

レット PC で行うため高い処理能力を備えており，4.7

帯に赤い木の棒で印を置く．草刈りを終えた後，これ

インチのカラー液晶表示により操作者は屋外でも容易

まで検知には金属探知機を利用してきたが，新たに

にレーダ画像の確認ができる．

ALIS を利用した検知が行われている．ALIS で赤い

新規開発された ALIS は，2018 年 2 月にカンボジア

木の棒から先方 50 cm の範囲で金属反応の有無を確認

地雷除去センター（CMAC）の協力を得て，CMAC

する．金属反応がなければ，50 cm の区間は安全とみ
191

電子情報通信学会論文誌 2020/3 Vol. J103–C No. 3

が動かずにセンサヘッドを走査できる範囲が示されて
いる．図 10 (a) は金属探知機のデータである．金属探
知機は差動型で，赤と青の正負の信号の中心に金属が
存在する．GPR データは水平方向，深度方向の 3 次
元データである．図 10 (b) には，深度 8 cm の GPR
水平画像が示されている．図 10 (a) で判定できる金属
の位置に明確に地雷の形状が確認できる．操作者はこ
のデータを確認して，地雷の有無を判断する．
我々は更に自動的に地雷の有無を判断できるソフト
ウェアを開発しているが，人道的地雷除去では，地雷
検知除去を行った操作員が地雷原に足を踏み込むこと
で住民は地雷除去活動の信頼性を確かめることができ
る．完全自動化された信号処理は地雷除去に携わる操
作員からの信頼も得ることが難しいと考えている．
対人地雷は 5 kg 程度の荷重が地雷本体上部の機械
的なスイッチに加わることで爆発する．これを避ける
ため操作員は，地雷の側面を露出させるために金属反
応の位置から 15 cm 程度離れた場所から掘り込む．し
たがって，人道的地雷除去においては金属反応の位置
を 1 cm 程度の精度で特定しなければ作業の安全性が
確保できない．プロッディングの作業は非常に慎重に
進めるため，一つの埋設物を掘り出すために 10 分以
上の作業時間を要することもある．ALIS が埋設金属
片が地雷かそうでないかを判断できれば，プロッディ

Fig. 10

図 10 ALIS で取得したデータ画像
GPR image obtained by ALIS. (Data ALIS
#1 1544, PMN-2 depth=10cm, Lane #4 acquired on 26 October 2018)

なし，木の棒を 50 cm 先に置き直す．もし金属反応が
あった場合は，ALIS の GPR モードで GPR データを

ング作業は大幅な時間短縮が期待でき，地雷除去作業
の効率化が見込まれる．我々はカンボジアで取得した
実データを用い，より実際的な信号処理手法の開発を
続けている．

5. む す び
電磁探査と地中レーダを，自然災害後の救助活動，

取得する．1 回のデータ取得はおおよそ 50 cm × 50 cm

復興活動へ利用した実例と，カンボジアにおける人道

の範囲で行うが 1 分以内で終了する．データ取得が終

的地雷除去活動でのセンサの利用について紹介した．

わるとほぼ瞬時にデータは信号処理され，図 10 に示

センシング結果をセンサ位置追跡システムと複合して

す画像がセンサ画面に表示される．

画像化することで飛躍的に情報の質が向上したと考え

操作員は ALIS の画面をスマートフォンと同様に指

ている．

で操作し，GPR 画像で地雷の有無を確認する．もし

自然災害のモニタリングに関しては衛星搭載，航空

地雷と判断した場合には金属反応の位置に赤いプラス

機搭載の合成開口レーダ計測，特に差分干渉 SAR 画

ティックタグを置き，地雷でないと判断した場合，青

像が広域の地表面変位検知手法として実用化されてい

いタグを置く．将来的には青いタグに関しては簡易な

る．我々は地表設置型合成開口レーダを利用した定点

掘削によって埋設物を取り出すことを考えているが，

観測による地滑りのモニタリングを宮城県栗駒山荒砥

現状では CMAC の規則によって金属反応があった場

沢地区並びに南阿蘇村立野地区において数年間連続計

所を掘削（プロッディング）で確認する．

測し，地元自治体や復興工事関係者に早期計画情報を

ALIS の表示画面では 50 cm × 50 cm 程度の操作者
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提供している．荒砥沢は本論文で紹介した地滑り捜索
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