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(57)【要約】
【課題】 高額な設備や機器を必要とすることなく、地
上の観測エリアの状況を常時観測することができる地上
状況観測方法を提供する。
【解決手段】 地上の観測エリアＯＡの一部を空中から
撮影することができる撮影装置７と、撮影装置７により
得た撮影データを無線通信により伝送する機能を有する
無線通信装置９とを搭載した複数の気球１を、観測エリ
アＯＡ全域をカバーするように分散して配置する。複数
の気球１にそれぞれ搭載された撮影装置７で撮影した撮
影データを無線で受信する受信設備１３を観測エリアＯ
Ａ内または観測エリアＯＡ外に配置する。複数の気球１
にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置９間に通信ネ
ットワークを構築する。通信ネットワーク中にある１つ
の無線通信装置９ａと受信設備１３との間で通信を行う
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
地上の観測エリアの一部を空中から撮影することができる撮影装置と、前記撮影装置に
より得た撮影データを無線通信により伝送する機能を有する無線通信装置とを搭載した複
数の観測用空中浮遊体を、前記観測エリア全域をカバーするように分散して配置し、
前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された前記撮影装置で撮影した撮影データ
を無線で受信する受信設備を前記観測エリア内または前記観測エリア外に配置し、
前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置間に通信ネット
ワークを構築し、
前記通信ネットワーク中にある１つの前記無線通信装置と前記受信設備との間で通信を
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行って、前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の前記撮影装置により得
た撮影データを前記通信ネットワークを利用して収集することを特徴とする地上状況観測
方法。
【請求項２】
前記撮影装置は、複数の撮像素子と、前記複数の撮像素子に対応する複数のレンズと、
前記複数の撮像素子の出力信号を処理する信号処理回路とを備えており、
前記撮影装置は、前記複数の撮像素子を用いて予め定めた広さの領域を撮影することが
できるように構成されている請求項１に記載の地上状況観測方法。
【請求項３】
前記無線通信装置は微弱電波で無線通信を行うように構成されており、

20

隣り合う二つの前記観測用空中浮遊体間の距離を、前記微弱電波により通信が可能な距
離と定め、
前記受信設備と前記通信ネットワーク中の前記１つの無線通信装置との間の距離が、前
記微弱電波により通信が可能な距離になるように前記受信設備の位置を定めることを特徴
とする請求項１に記載の地上状況観測方法。
【請求項４】
前記観測用空中浮遊体が、地上にある錘にケーブルを介して係留された気球である請求
項１，２または３に記載の地上状況観測方法。
【請求項５】
前記錘は、前記気球を膨らませる気体が充填されたボンベからなり、前記ケーブルは前
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記ボンベから前記気球に前記気体を送るパイプを含んだ複合ケーブルからなり、
膨らませない状態の前記気球と、前記ボンベと、前記気球と前記ボンベとを連結する前
記複合ケーブルとが組み合わされて未設置観測装置が構成されていることを特徴とする請
求項４に記載の地上状況観測方法。
【請求項６】
前記錘は、前記気球を膨らませる気体が充填されたボンベからなり、前記ケーブルは前
記ボンベと前記気球とを接続する接続ケーブルからなり、
前記ボンベと膨らませない状態の前記気球とは、気体供給用コネクタで接続されており
、
前記気体供給用コネクタは、前記ボンベから前記気球に前記気体を供給する前は前記気
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球と前記ボンベとを機械的に連結し、前記ボンベから前記気球に前記気体を供給する際に
は、前記ボンベから前記気球に前記気体の供給を可能にし、前記気球の内圧が予め定めた
圧力以上になると前記気球から前記気体が抜け出るのを阻止した状態で、前記気球から前
記ボンベを切り離すことができるように構成されており、
前記気球と前記ボンベと前記接続ケーブルと前記コネクタとを組み合わせて未設置観測
装置が構成されていることを特徴とする請求項４に記載の地上状況観察方法。
【請求項７】
ヘリコプターや飛行機等の空中移動機に複数の前記未設置観測装置を載せ、前記ボンベ
から前記気球に前記気体を供給する状態にした前記複数の未設置観測装置を、前記観測エ
リアの上空から、前記ケーブルが延びるように前記観測エリアに順次投入して、前記複数
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の観測用空中浮遊体を前記観測エリアの上空に浮遊させることを特徴とする請求項５また
は６に記載の地上状況観測方法。
【請求項８】
前記撮影装置、前記無線通信装置及びこれら装置の電源を含む観測設備が、４００ｇ以
下の重量を有しており、
前記気球は、前記ケーブルが延びた状態で前記観測設備を前記空中に浮遊させることが
できる浮力を備えている請求項４に記載の地上状況観測方法。
【請求項９】
前記観測設備中で使用される演算装置は、書き換え可能なゲートアレイによって構成さ
れている請求項８に記載の地上状況観測方法。
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【請求項１０】
前記錘は蓄電装置または発電装置を備えており、
前記ケーブルが、前記撮影装置及び前記無線通信装置を含む観測設備に前記蓄電装置ま
たは発電装置から電力を供給する電力供給線を含んだ複合ケーブルである請求項４に記載
の地上状況観測方法。
【請求項１１】
前記観測用空中浮遊体が、移動制御可能な飛行船からなる請求項１に記載の地上状況観
測方法。
【請求項１２】
複数の前記飛行船によって一時に観測できるエリアの広さが、前記観測エリアの広さよ
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りも狭いものであり、
前記観測エリアの上空を複数の前記飛行船を周回させて、前記観測エリア全体を観測す
ることを特徴とする請求項１１に記載の地上状況観測方法。
【請求項１３】
地上の観測エリアの一部を空中から撮影することができる撮影装置と、前記撮影装置に
より得た撮影データを無線通信により伝送する機能を有する無線通信装置とを搭載し、前
記観測エリア全域をカバーするように分散して配置された複数の観測用空中浮遊体と、
前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された前記撮影装置で撮影した撮影データ
を無線で受信するように前記観測エリア内または前記観測エリア外に配置された受信設備
と、
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前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置間に構築された
通信ネットワークとから構成され、
前記通信ネットワーク中にある１つの前記無線通信装置と前記受信設備との間の通信に
より、前記複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の前記撮影装置により得た
撮影データが前記通信ネットワークを介して前記受信設備に収集されることを特徴とする
地上状況観測システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、地上の状況を観測する地上状況観測方法および地上状況観測システムに関す
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るものである。
【背景技術】
【０００２】
災害時において、特定のエリアを観測する必要がある場合や、大規模な集会やイベント
を上空から監視する場合には、ヘリコプタ等の空中移動装置を利用して、地上の状況を撮
影し、撮影データを地上の受信設備に送信している。しかしながら、ヘリコプタ等は、燃
料の補給が必要になるために、２４時間または何日間にも亘って連続して観測または監視
を続けることができない。また同時に広いエリアを観測または監視することができない。
【０００３】
そこで、上空に飛行船を常時配置することにより、観測または監視を連続して行うこと
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も考えられる。飛行船を利用した技術として、従来以下の２つの技術が知られている。
【０００４】
例えば、特開２０００−２０３４９１号公報には、飛行船を地上の所定の点から成層圏
まで上昇させる打上手段と、飛行船を所定の点から別の所定の点まで移動させる移動手段
と、飛行船を成層圏の所定の点に停留させる停留手段と、（飛行船を成層圏の所定の点か
ら地上まで下降させる回収手段と）、飛行船を指定された方向に回頭させる制御手段とを
備える観測システムにより、上空に滞留する飛行船と地上の各種施設又は携帯端末との間
で通信を行う技術が開示されている。
【０００５】
また特開２０００−３５７９８６号公報には、飛行船に自機位置を測定するＧＰＳ受信
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装置と位置信号を補正するＤＧＰＳ受信装置を搭載し、管制局と飛行船間での信号通信に
よる位置測定機能を省略し、管制局、観測衛星と飛行船間に設定された通信回線および飛
行船間の通信回線を利用して、管制局、観測衛星と飛行船間の管制情報の授受とデータ伝
送する観測システムにより、１局の管制局での複数の飛行船の管制と観測衛星の情報収集
を行う技術が開示されている。
【特許文献１】特開２０００−２０３４９１号公報
【特許文献２】特開２０００−３５７９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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しかしながら、従来の技術を活用しようとすると、観測用の空中浮遊体として、一般に
１機の飛行船を使用し、この１機の飛行船により地上の観測エリア全体を観測することに
なる。そのため、高感度の撮影機器および撮影データの遠距離伝送が可能な通信機器と大
容量の電源を使用しなければならない。その結果、飛行船に搭載する通信装置等の機器の
重量はかなり重くなる。また重量の重い機器を搭載することができる大型で高価な飛行船
を使用しなければならない。そのため、各自治体がこのような飛行船を独自に準備してお
くことはできない。
【０００７】
また、１機の飛行船を用いて地上状況を観測するシステムでは、飛行船にガス抜けや故
障が発生した場合には、観測を続行できなくなるおそれがある。
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【０００８】
また、災害時において広い観測エリアが多数カ所発生した場合には、一カ所の観測エリ
アを常時観測または監視することは不可能である。
【０００９】
本発明の目的は、高額な設備や機器を必要とすることなく、地上の観測エリアの状況を
常時観測することができる地上状況観測方法およびシステムを提供することにある。
【００１０】
本発明の目的は、高性能で重量の重い撮影機器および通信機器を使用することなく、広
い観測エリアを観測することができる地上状況観測方法およびシステムを提供することに
ある。
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【００１１】
本発明の他の目的は、観測用空中浮遊体に搭載する撮影機器および通信機器として軽量
で且つ使用電力が少ない簡易ものを用いても、広い観測エリアを常時観測することができ
る地上状況観測方法を提供することにある。
【００１２】
本発明の他の目的は、観測用空中浮遊体の空中浮遊用ガスの使用量が少ない小型の観測
用空中浮遊体を用いて観測エリアを観測できる地上状況観測方法を提供することにある。
【００１３】
本発明のさらに他の目的は、観測用空中浮遊体にガス抜けや故障が発生しても観測を続
行することが可能な地上状況観測方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明の地上状況観測方法では、地上の観測エリアの一部を空中から撮影することがで
きる撮影装置と、この撮影装置により得た撮影データを無線通信により伝送する機能を有
する無線通信装置とを搭載した複数の観測用空中浮遊体を、観測エリア全域をカバーする
ように分散して配置する。観測対象となる地上の観測エリアは、市街地、山間部を問わず
、場合によっては湖なども対象とすることができる。また屋内競技場、大型展示施設等の
大規模施設の内部も観測対象とすることが可能である。撮影装置としては、デジタルカメ
ラ等の撮影機器を利用することができる。デジタルカメラは、撮影した画像を通信可能な
電子データに変換する機能を備えているので利用し易い。そして、本発明の地上状況観測

10

方法では、複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された撮影装置で撮影した撮影データ
を無線で受信する受信設備を、観測エリア内または観測エリア外に配置する。複数の観測
用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置間には、通信ネットワークを構築
する。そして、本発明の地上状況観測方法では通信ネットワーク中にある１つの無線通信
装置と受信設備との間で通信を行って、複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複
数の撮影装置により得た撮影データを通信ネットワークを利用して収集する。したがって
、受信設備は、無線通信装置と通信可能な範囲であればどこに配置してもよい。
【００１５】
本発明の地上状況観測方法を用いると、空中では通信ネットワークを利用してデータの
送信が行われるため、撮影装置によって決まる撮影範囲によって位置が定まる各観測用空
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中浮遊体間で通信を行うことができる程度に安価で低出力の無線通信装置を用いることで
観測データを収集できる。そのため、使用する機器の重量を小さくすることが可能になり
、観測用空中浮遊体に必要な浮力が小さくて済み、観測用空中浮遊体として小型で安価な
ものを用いることができる。その結果、価格が大幅に高くなることがなく、観測エリアを
常時観測することができる。
【００１６】
また撮影装置は、複数の撮像素子と、複数の撮像素子に対応する複数のレンズと、複数
の撮像素子の出力信号を処理する信号処理回路とを備えた構成とすることができる。この
場合、撮影装置は、複数の撮像素子を用いて予め定めた広さの領域を撮影することができ
るように構成する。このような撮影装置を用いると、複数の撮像素子からの信号を信号処
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理回路で処理することになり、観測用空中浮遊体が空中である程度の範囲内で常時移動し
ていても、複数の撮像素子のいずれかに観察目標の画像が撮影されている可能性が高くな
る。その結果、複数の撮像素子の出力を信号処理することによって、観察目標を見失うこ
となく、観測を行うことができる。
【００１７】
無線通信装置として微弱電波で無線通信を行うものを用いると、本発明の方法を誰でも
簡単に実施ができるようになる。これは日本では、微弱電波は、免許や技術適合証明を取
得する必要がなく、また周波数、変調方式、通信方式の制約もないため、何人も自由な通
信システムの設計が可能である。なお、この場合、隣り合う二つの観測用空中浮遊体間の
距離は、微弱電波により通信が可能な距離に定めればよい。また、受信設備と通信ネット
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ワーク中の１つの無線通信装置との間の距離も、微弱電波により通信が可能な距離になる
ように受信設備の位置を定めればよい。
【００１８】
観測用空中浮遊体としては、地上にある錘にケーブルを介して係留された気球を用いる
ことができる。地上にある錘にケーブルを介して係留された気球は、移動を目的としてお
らず、また風により移動しても移動範囲がごく狭小範囲に限られるため、観測用空中浮遊
体の位置を制御するＧＰＳ等の大規模なシステムを用意しなくてもよいという利点がある
。
【００１９】
ここで錘としては、気球を膨らませる気体が充填されたボンベを用いることができる。
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この場合、ケーブルをボンベから気球に気体を送るパイプを含んだ複合ケーブルにより構
成することができる。そして、膨らませない状態の気球と、ボンベと、気球とボンベとを
連結する複合ケーブルとを組み合わせて未設置観測装置を構成する。ヘリコプターや飛行
機等の空中移動機に複数の未設置観測装置を載せて、ボンベから気球に気体を供給する状
態にした複数の未設置観測装置を、観測エリアの上空から、ケーブルが延びるように観測
エリアに順次投入する。このようにすると、複数の観測用空中浮遊体を間隔をあけて観測
エリアの上空に浮遊させることができる。その結果、簡単に入り込むことができないエリ
アにも観測用空中浮遊体を配置することが可能になる。
【００２０】
なお、ケーブルとして単にボンベと気球とを接続する接続ケーブルを用いてもよい。こ

10

の場合には、ボンベと膨らませない状態の気球とは、気体供給用コネクタで接続する。こ
の気体供給用コネクタは、ボンベから気球に気体を供給する前は気球とボンベとを機械的
に連結し、ボンベから気球に気体を供給する際には、ボンベから気球に気体の供給を可能
にし、気球の内圧が予め定めた圧力以上になると気球から気体が抜け出るのを阻止した状
態で、気球からボンベを切り離すことができるように構成されている。そしてこの場合に
は、気球とボンベと接続ケーブルとコネクタとを組み合わせて未設置観測装置を構成する
。このような構成を採用すると、市販の安価なケーブルを用いることができるので未設置
観測装置を安価に構成することが可能になる。また気球を膨らませる際のボンベと気球と
の間の距離が短くて済むため、気球を速く膨らませることが可能になる。
【００２１】
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なお、撮影装置、無線通信装置及びこれら装置の電源を含む観測設備の重量が、４００
ｇ以下であれば、使用する気球として、ケーブルが延びた状態で観測設備を空中に浮遊さ
せることができる小さい浮力を備えたものを用いることができる。この構成を用いること
により、観測用空中浮遊体として安価なものを用いることが可能になり、観測用空中浮遊
体の数が多くなっても、本発明の方法を実施するために必要な価格が大幅に高くなること
はない。
【００２２】
なお、観測設備中で使用される演算装置は、書き換え可能なゲートアレイによって構成
することができる。ゲートアレイは、セミカスタムＬＳＩ（顧客の要求に応じて、あらか
じめ用意されたメニューをカスタマイズして作成するＬＳＩ）の一種であり、使用電力量
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が少なくて済み、しかもＣＰＵを用いる場合よりも演算装置全体の重量を少なくすること
ができる。
【００２３】
また、錘に蓄電装置または発電装置を設けてもよい。この場合、ケーブルとしては、撮
影装置及び無線通信装置を含む観測設備に蓄電装置または発電装置から電力を供給する電
力供給線を含んだ複合ケーブルとする。このように構成すると、錘側に蓄電装置または発
電装置が存在するため、観測用空中浮遊体の浮力を大きくすることなく、しかも観測期間
を大幅に延長することが可能になる。
【００２４】
なお、観測用空中浮遊体として、移動制御可能な飛行船を用いてもよい。複数の飛行船
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を用いることにより、複数の飛行船によって一時に観測できるエリアの広さが、観測エリ
アの広さよりも狭いものであっても、観測エリアの上空を複数の飛行船を周回させること
により、観測エリア全体を観測することができる。このような構成により、複数の観測用
空中浮遊体を停留された状態では観測エリアの一部しか撮影できないが、複数の飛行船を
移動させることにより、広い観測エリアの全域をカバーすることが可能になる。
【００２５】
また、本発明の地上状況観測システムでは、地上の観測エリアの一部を空中から撮影す
ることができる撮影装置と、撮影装置により得た撮影データを無線通信により伝送する機
能を有する無線通信装置とを搭載し、観測エリア全域をカバーするように分散して配置さ
れた複数の観測用空中浮遊体と、複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された撮影装置
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で撮影した撮影データを無線で受信するように観測エリア内または観測エリア外に配置さ
れた受信設備と、複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置間に
構築された通信ネットワークとから構成されている。そして、通信ネットワーク中にある
１つの無線通信装置と受信設備との間の通信により、複数の観測用空中浮遊体にそれぞれ
搭載された複数の撮影装置により得た撮影データが通信ネットワークを介して受信設備に
収集される。このような本発明の地上状況観測システムを用いると、観測用空中浮遊体に
搭載する通信装置等の機器の規模及び重量を小さくすることができるため、個々の観測用
空中浮遊体における使用電力を小さくすることができる。また、観測用空中浮遊体の空中
浮遊用ガスの使用量を少なくすることができるため、個々の観測用空中浮遊体の重量を小
さくすることができる。さらに、一部の観測用空中浮遊体にガス抜けや故障が発生しても
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、他の観測用空中浮遊体により観測を続行することが可能になる。さらに、本発明の方法
では、複数の観測用空中浮遊体をを用いてもＧＰＳ等の大規模な制御システムを用いるこ
とないため、複数の観測用空中浮遊体を用いることによるコストの増加を防ぐことができ
る。
【発明の効果】
【００２６】
本発明によれば、地上状況観測システムにおいて、観測用空中浮遊体に搭載する通信装
置等の機器の規模及び重量を小さくすることができるため、個々の観測用空中浮遊体にお
ける使用電力を小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
以下、本発明に係る地上状況観測方法に係る実施の形態について図面を参照して説明す
る。図１は、本発明の方法を実施する本発明の地上状況観測システムの実施の形態の一例
の構成を概略的に示す図である。図１において、符号１で示した部材は、観測用空中浮遊
体として用いられる気球である。気球１は、地上に置かれた錘３にケーブル５を介して係
留されている。係留する気球１は、移動を目的としておらず、また風により移動しても移
動範囲はごく狭い範囲に限られるため、気球１の位置を制御するＧＰＳ等の大規模なシス
テムを用意しなくてよい。気球１には、撮影装置７と無線通信装置９が搭載されている。
そして後に説明するように、複数の気球１にそれぞれ搭載した無線通信装置９間には、通
信ネットワークＮＷが構築されている。また地上には、アンテナ１１を備えた受信設備１
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３が接地されている。
【００２８】
撮影装置７は、地上の観測エリアＯＡの一部ＯＡ´（図２）を空中から撮影することが
できるように気球１の下側部分に搭載されている。撮影装置７としては、デジタルカメラ
等の図示しない撮影機器を利用することができる。特にデジタルカメラは、撮影した画像
を通信可能な電子データに変換する機能を備えているので、撮影装置７に利用する撮影機
記として好ましい。
【００２９】
また本実施の形態で用いる無線通信装置９は、撮影装置７により得た撮影データを微弱
電波による無線通信により伝送する機能を有している。そのため隣り合う二つの気球間１
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，１の距離は、微弱電波により双方通信が可能で且つ複数の無線通信装置９間で通信ネッ
トワークＮＷの構築が可能な距離となるように定められている。微弱電波は、免許や技術
適合証明を取得する必要がなく、また周波数、変調方式、通信方式の制約もないため自由
な通信システムの設計が可能である。また微弱電波は使用電力が僅かで済むため、無線通
信装置９に含まれるバッテリ等の蓄電手段として小型軽量のものを用いることができる。
さらに本実施の形態のように、無線通信装置９として微弱電波で無線通信を行うものを用
いると、特別な資格や届出を必要とすることなく、誰でも簡単に実施ができる。そのため
、市町村レベルでも、簡単に本発明のシステムを容易に導入することができる。なお本発
明の方法を実施するにあたって、微弱電波よりも強い電波を用いてもよいのは勿論である
。
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【００３０】
図１のシステムでは、受信設備１３は、上空に浮遊する複数の気球１に設けられた複数
の無線通信装置９間に形成される通信ネットワークＮＷと接続可能に設けられている。す
なわち受信設備１３は、通信ネットワークＮＷに含まれる１つの無線通信装置９から、通
信ネットワークＮＷを介して他の無線通信装置９からのデータを受信する。そのため受信
設備１３の設置位置は、通信ネットワークＮＷ中の１つの無線通信装置９ａ（複数の気球
１，１・・・のうち気球１ａに搭載された無線受信装置９ａ）との間の距離が、微弱電波
により通信が可能な距離になるように定められている。このように受信設備１３の位置が
定められる限り、受信設備１３は観測エリア内または観測エリア外のいずれに配置されて
いてもよい。なお受信設備１３のうちアンテナ１１だけを、微弱電波により通信可能な位
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置に配置してもよいのは勿論である。なお図１の例では、受信設備１３を、観測エリアＯ
Ａの外側に配置している。
【００３１】
図２は、図１のシステムにおいて複数の気球１にそれぞれ搭載された複数の無線通信装
置９間に構築された通信ネットワークＮＷの例を示す図である。図２に示すように、本実
施の形態で用いる無線通信装置９は、隣接する他の気球に搭載されている無線通信装置通
信との間で自動的に最適なネットワークＮＷを構築し、さらに受信設備１３との間で通信
路を形成する機能を有している。したがって適当に監視エリアＯＡに、複数の気球１を配
置しても、隣接する気球１間の距離が、微弱電波の到達範囲内の距離であれば、自動的に
通信ネットワークＮＷが構成される。なお予め決めた無線通信装置どうしの間に通信路を
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形成して、予め定めた通信ネットワークを構築するようにしてもよいのは勿論である。な
お受信設備１３では、受信した撮影データに基いて、所定の観測目標の追跡観測や、観測
エリア全体の監視を行うことができる。
【００３２】
図３（Ａ）及び（Ｂ）は、図１に示すような気球１を用いた地上状況観測システムにお
いて、複数の気球１に搭載した複数の撮影装置７で、観測エリアＯＡを撮影する態様を示
す図である。なお観測エリアＯＡとしては、市街地、山間部を問わず、場合によっては湖
なども対象とすることができる。図３（Ａ）に示す例では、１台の撮影装置７により観測
できるエリアを一辺がＬの長さの正方形観測エリアとする場合の例を示している。この例
では、各撮影装置７により観測できる正方形観測エリアを部分的に重ねて、観測できない
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エリアが発生しないようにしている。また図３（Ｂ）に示す例では、１台の撮影装置７に
より観測できるエリアを半径がＲの長さの円形観測エリアとする場合の例を示している。
この例でも、各撮影装置７により観測できる円形観測エリアを部分的に重ねて、観測でき
ないエリアが発生しないようにしている。なお撮影装置７としては、１個のレンズと１台
の撮像素子とを用いて、上記の１つの正方形観測エリアまたは１つの円形観測エリアを観
測することができる機能を有しているものを用いてもよい。しかしながら気球１が移動す
ることを考えると、図４に概念を図にして示すように、いわゆる複眼タイプの撮影装置７
´を用いてもよい。この複眼タイプの撮影装置７´は、複数個のレンズ７´Ａと、複数の
レンズ７´Ａに対応した複数の撮像素子７´Ｂと、複数の撮像素子７´Ｂの出力信号を処
理する信号処理回路７´Ｃとを備えている。この場合、撮影装置７´は、複数の撮像素子
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７´Ｂを用いて予め定めた広さの領域を撮影することができるように構成する。具体的に
は、図３（Ｂ）に示した態様と同様に、複数の撮像素子７´Ｂで撮影するエリアを部分的
に重ねる。このような撮影装置７´を用いると、複数の撮像素子７´Ｂからの信号を信号
処理回路７´Ｃで処理することになり、気球１が空中である程度の範囲内で常時移動して
いても、複数の撮像素子７´Ｂのいずかに観察目標の画像が撮影されている可能性が高く
なる。その結果、複数の撮像素子の出力を信号処理することによって、観察目標を見失う
ことなく、観測を行うことができる。
【００３３】
このような設備を用いることにより、空中では通信ネットワークＮＭを利用してデータ
の送信が行われるため、撮影装置７によって決まる撮影範囲によって位置が定まる各気球
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間１で通信を行うことができる程度に安価で低出力の無線通信装置を用いることで観測デ
ータを収集できる。そのため、使用する機器の重量を小さくすることが可能になり、気球
に必要な浮力が小さくて済み、気球として小型で安価のものを用いることができる。その
結果、価格を大幅に高くすることなく、観測エリアＯＡを常時観測することが可能になる
。
【００３４】
図５は、気球１を観測エリアＯＡの上空に浮遊させる方法の一例を示す図である。この
例では、錘３が、気球１を膨らませるヘリウムガス等の気体が充填されたボンベ３´で構
成されている。また、ケーブル５は、ボンベ３´から気球１に気体を送る可撓性を有する
パイプを含んだ複合ケーブル５´により構成している。そして、膨らませない状態の気球
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１´と、ボンベ３´と、気球１´とボンベ３´とを連結する複合ケーブル５´とを組み合
わせて未設置観測装置１５を構成する。そして自然災害等により、常時観測しなければな
らないエリアが発生した場合には、複数の未設置観測装置１５をヘリコプター１７や飛行
機等の空中移動機に載せて、観測エリアＯＡの上空まで運ぶ。この例では、観測エリアＯ
Ａにヘリコプター１７が観測エリアの上空に達すると、ボンベ３´から気球１´に気体を
供給するようにボンベ３´のバルブを開き、ヘリコプター１７から地上に向かって未設置
観測装置１５を所定の間隔をあけて投入する。なお未設置観測装置１５を投入した後、ボ
ンベ３´が落下する過程でケーブル５´が延びるように、ケーブル５´は整然と巻回して
ある。この例では、空中移動機としてヘリコプター１７を用いているが、飛行機や飛行船
等の他の空中移動機を用いてもよいのは勿論である。図５の例では、未設置観測装置１５
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がヘリコプター１７から投入されると、ボンベ３´内に充填された気体がケーブル５を介
して気球１に送られるため、未設置観測装置１５が地上に着地する前に、確実に気球１が
膨らみ、気球１を観測エリアの上空に確実に浮遊させることができる。また、観測エリア
への設置後であっても、ボンベ３´から気球１に気体を継続して供給することが可能にな
るため、気体の漏洩により気球１の内圧が下がるのを阻止することができる。
【００３５】
また、図６は、図５を用いて説明した未設置観測装置１５とは異なる他の未設置観測装
置１１５の構成を示す図である。なお、図６においては、図５に示した部材と同様の部材
に、図５に付した符号の数に１００の数を加えた数の符号を付して、それらの部材につい
ての説明を省略する。この例でも、錘として気球１０１を膨らませる気体が充填されたボ
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ンベ１０３´を用いている。そして、ケーブルを、単にボンベ１０３´と膨らませない状
態の気球１０１とを接続するロープ等からなる接続ケーブル２０５から構成している。こ
の例では、ボンベ１０３´と膨らませない状態の気球１０１´とを、ボンベ１０３´から
気球１０１´に気体を送る気体供給用コネクタ８で接続している。この気体供給用コネク
タ８は、ボンベ１０３´から気球１０１´に気体を供給する前は気球１０１´とボンベｓ
０３´とを機械的に連結する。そして気体供給用コネクタ８は、ボンベ１０３´から気球
１０１´に気体を供給する際には、ボンベ１０３´から気球１０１´に気体の供給を可能
にし、気球１０１´の内圧が予め定めた圧力以上になると気球１０１´から気体が抜け出
るのを阻止した状態で、気球１０１´からボンベ１０３´を切り離すことができるように
構成されている。この例では、気球１０１´とボンベ１０３´と接続ケーブル１０５´と
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コネクタ８とを組み合わせて未設置観測装置１１５´が構成されている。このような構成
を採用すると、市販の安価なケーブルを用いることができるので未設置観測装置１１５´
を安価に構成することが可能になる。また気球１０１´を膨らませる際のボンベ１０３´
と気球１０１´との間の距離が短くて済むため、気球１０１´を速く膨らませることが可
能になる利点が得られる。また図５に示す例のように、ボンベから気球に気体を送るパイ
プを含んだ複合ケーブルからなる複雑な構造のケーブルを用いないため、未設置観測装置
１１５´に不具合が生じにくく、また未設置観測装置の製造コストを下げることができる
。
【００３６】
この例では、撮影装置７、無線通信装置９及びこれら装置の電源を含む観測設備の重量
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を４００ｇ以下となるように設計している。このようにすると、使用する気球１として、
ケーブル５が延びた状態で観測設備を空中に浮遊させることができる小さい浮力を備えた
ものを用いることができる。その結果、気球１として安価なものを用いることが可能にな
り、気球１の数が多くなっても、全体として実施に必要な価格が大幅に高くなることはな
い。
【００３７】
なお、この例では、観測設備中で使用される信号処理装置７´Ｃ等の演算装置は、書き
換え可能なゲートアレイによって構成されている。ゲートアレイは、セミカスタムＬＳＩ
（顧客の要求に応じて、あらかじめ用意されたメニューをカスタマイズして作成するＬＳ
Ｉ）の一種であり、ＣＰＵを用いる場合よりも装置全体の重量を少なくすることができ、
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しかも使用電力量についても削減を図ることができる。
【００３８】
また、上記実施の形態とは異なって、錘３側に蓄電装置または発電装置を設けると、気
球側に電源を搭載する必要がなくなるため、気球として浮力の小さい安価な気球を用いる
ことができる。また観測期間を大幅に延長することが可能になる。なお錘３に発電装置ま
たは蓄電装置を設ける場合には、この場合、ケーブル５としては、撮影装置７及び無線通
信装置９を含む観測設備に発電装置または蓄電装置から電力を供給する電力供給線を含ん
だ複合ケーブル５により構成すればよい。
【００３９】
図７（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の方法を実施するシステムの他の実施の形態の一例を
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示す図である。この図において、図１に示す実施の形態を構成する部材と同じ部材には、
図１に付した符号の数に２００の数を加えた数の符号を付して説明を省略する。この例で
は、観測用空中浮遊体として、移動制御可能な飛行船１９を用いる。飛行船１９には、撮
影装置２０７及び無線通信装置２０９が搭載されている。図７（Ａ）では、複数の飛行船
１９は、観測エリアＯＡの上空を周回して移動するように制御されている。図７（Ｂ）で
は、複数の飛行船１９は、観測エリアＯＡの上空を蛇行して移動するように制御されてい
る。図７（Ａ）と図７（Ｂ）とでは、複数の飛行船１９を移動させる制御方法が異なるも
のの、いずれの場合も、複数の飛行船１９によって観測できるエリアの広さが、観測エリ
アＯＡの広さよりも狭いものであっても、観測エリアＯＡ全体を観測することができる。
なお飛行船１９に搭載する機器の重量を例えば１ｋｇ以下のように、できるだけ少なくす
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れば、小型の飛行船１９で長時間にわたって、観測エリアＯＡの上空に飛行船１９を配置
しておくことが可能である。飛行船１９を用いる場合には、各飛行船の駆動制御装置に、
各飛行船間の距離を前述と同様に無線通信装置２０９の通信可能距離内に入るようにする
ための距離制御システムを搭載している。またこの例では、各飛行船１９に搭載した無線
通信装置２０９間に通信ネットワークを構築している。そして複数の飛行船１９の１機１
９ａに搭載した無線通信装置２０９と受信設備１１３との間で、撮影データの通信を行う
。なお観測エリアが広い場合には、観測エリアの内外の複数箇所に、受信設備を設置して
おけばよい。
【００４０】
なお、複数の飛行船１９の移動制御方法は、図７（Ａ）及び（Ｂ）の制御方法に限られ
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るものではなく、観測エリアＯＡ全体を観測することができれば、どのような制御方法を
採用してもよいのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】発明の実施の形態の一例である設備を示す図である。
【図２】複数の気球にそれぞれ搭載された複数の無線通信装置間に構築された通信ネット
ワークの例を示す図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、観測エリアを撮影する態様の例を説明するために用いる図
である。
【図４】撮影装置の他の構成例を示す図である。
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【図５】気球を観測エリアの上空に浮遊させる方法の一例を説明するために用いる図であ
る。
【図６】空中から投下する未設置観測装置の他の例の構成を示す図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の方法を実施するシステムの他の実施の形態の一例
を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
１，１ａ，１´，１０１，１０１´
３

３´，１０３´

ボンベ

５，５´，１０５´
７，７´，２０７
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ケーブル
撮影装置

７´Ａ

レンズ

７´Ｂ

撮像素子

７´Ｃ

信号処理回路

８

気球（観測用空中浮遊体）

錘

気体供給用コネクタ

９，９ａ，２０９

無線通信装置

１１，２１１

アンテナ

１３，２１３

受信設備

１５，１１５

未設置観測装置

１７，１１７

ヘリコプター

１９，１９ａ

飛行船（観測用空中浮遊体）

ＯＡ
ＯＡ´
ＮＷ
【図１】
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観測エリア
観測エリアの一部
通信ネットワーク
【図３】

【図４】
【図２】

(12)
【図５】

【図７】

【図６】
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