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火山噴火に伴う緊急ハード対策は、安全な箇所から建設機械等を操作し対策を行う無人化施工の

技術向上が必要となる。樽前山では、特に冬期の無人化施工の課題抽出や解決策の検討、地元オペ

レーターの育成等が必要不可欠であり、現地試験施工や学識者を含めた検討会を開催し、マニュア

ル策定に向けた検討を進めている。本報告は、これまでの検討状況を踏まえ、今後の方向性につい

て報告するものである。 
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1.  はじめに 

 

 樽前山は、支笏洞爺国立公園の東端、札幌より40km南

方の道央に位置し、約40000年前の支笏火山の噴火後に

誕生した活火山である1)。主な保全対象である人口約17

万人の苫小牧市に加え、JR室蘭本線、道央自動車道等、

年乗降客数約1680万人(H22)の新千歳空港、年貨物取扱

量、約1億トン、年乗降客数83万人(いずれもH22)の苫小

牧港が（図-1参照）位置している2)。 
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図-1 樽前山の位置関係 

 

全国で火山活動が活発で重要性の高い29火山において

火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定が実施されており、

北海道においては、樽前山、十勝岳、雌阿寒岳、有珠山

及び北海道駒ケ岳の5火山で実施され、樽前山と十勝岳

で策定された計画の中では噴火対応時の緊急ハード対策

が計画されている。無人化施工は、砂防設備の整備途上

段階において火山噴火が発生することを想定した、緊急

ハード対策の一つとして計画しており、安全な箇所から

建設機械等を操作し対策を行うものである。樽前山では

冬期の無人化施工の課題抽出や解決策の検討、地元オペ

レーターの育成を目的として、現地試験施工や検討会を

開催し、積雪寒冷地におけるマニュアル策定に向けた検

討を進めている。本報告はこれまでの検討状況を踏まえ、

今後の方向性についてとりまとめた。  

 

 

2.  火山噴火緊急減災対策について 

 

（１）背景及び目的 

火山噴火緊急減災対策は、いつどこで起こるか予測が

難しい火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して、迅速

かつ効果的に緊急対策を実施し、被害を出来る限り軽減

（減災）させることを目的としている。また、砂防事業

による設備の整備には多くの時間と費用がかかることか

ら、施設が完成する前に火山噴火が発生した場合を想定

し、効果的な減災対策を実施する必要がある。 

 図-2にこれら火山災害に対するこれまでの砂防事業全

般で実施してきた取り組みを示した。 

 

 

図-2 火山災害に対するこれまでの取り組み 
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（２）緊急減災対策の必要性 

樽前山では火山砂防基本計画に基づき、融雪型火山泥

流および二次泥流を対象とした砂防設備の整備を進めて

いる。（図-3参照） 

 

 

図-3 樽前山火山砂防区域の砂防設備整備状況 

 

 樽前山は有史以来大～中規模噴火が発生し、周囲に重

大な影響をもたらした北海道内でも有数の活動的な火山

である。噴火に伴う土砂移動現象が発生した場合には樽

前山山麓に甚大な被害が発生することが想定されるため、

火山砂防事業において平常時から砂防設備の整備を着実

に進める。 

 しかし、現時点における融雪型火山泥流に対する整備

率は、 も高い河川（覚生川）で約1割程度であり、今

後の砂防設備の整備には多くの時間と費用がかかること

から、設備が完成する前に火山噴火が発生した場合は関

係機関が連携して火山活動の推移に応じた効果的な減災

対策を実施する必要がある。 

 

 

図-4 覚生川3号遊砂地 

 

（３）樽前山火山噴火緊急減災砂防計画 

 平成 20～21 年度に樽前山火山噴火緊急減災対策砂防

計画検討委員会（以下「検討委員会」という）を設置し、

砂防部局が「樽前山火山噴火緊急減災対策砂防計画」を

策定する上で、その基礎となる対応方針や平常時の準備

事項等について検討を行い、「樽前山火山噴火緊急減災

対策砂防計画に関する検討報告書」（以下「検討報告

書」という）をとりまとめた。 

 検討報告書を基に実効性の高い緊急減災計画の策定及

びその実施に向けて、平成 21 年度に「樽前山火山減災

行動ワーキンググループ」（以下減災行動 WG という）

を設置し、継続的に緊急減災の認識を深めつつ意見交換

を行い、平成 23 年度には砂防部局（国、北海道）とし

て「樽前山火山噴火緊急減災対策砂防計画」を策定した。 

（図-5参照） 

 

 

図-5 緊急減災対策イメージフロー図 
 
 
３．緊急ハード対策における無人化施工について 
 
（１）背景及び目的 

 火山噴火に伴う緊急ハード対策は、危険が想定される

区域での実施が多いため、安全な箇所から建設機械等を

操作し対策を行う無人化施工の技術向上が必要となる。 

 無人化施工の背景は 1990 年雲仙普賢岳噴火における、

工事において実用的な工法として採用され、その後全国

でも多数の実績がある 

 
（２）緊急ハード対策工法 

 緊急ハード対策で実施する工法は、緊急時に実施する

対策であることを鑑み、中流域では泥流を捕捉する仮設

堤工、スリット閉塞工、遊砂地工（掘削工）、及び既施

設の除石を実施し、中流域から下流域では泥流を速やか

に流下させる導流堤工などを主体とする（図-6、図-7参

照）。噴火の影響によって施工時に危険を伴う緊急ハー

ド対策箇所(既存砂防施設のスリット閉塞や掘削工)につ

いては無人化施工での実施が必要となる。(図-8参照) 
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図-6 既設砂防設備での対策工イメージ図 

 

図-7 河川区域内での対策工イメージ図 

 

図-8 無人化施工の概念図 

 

（３）北海道における無人化施工 

北海道における無人化施工については、2000年有珠山

噴火時の復旧工事に採用され、遊砂地工や火山灰の除去

等が実施されている。また、樽前山の砂防設備工事内に

おいても、土砂掘削工や盛土工、伐開工等の現地試験が

実施されている。 

しかし、実績はあるが無人化施工におけるデータ等の

蓄積が無く、冬期における無人化施工においての課題等

の整理や解決策は検討されていなかった。 

 これらの課題を解決するため、平成22年度より無人化

施工現地試験計画の検討を行い、平成23年度には錦多峰

川2号遊砂地において無人化施工現地試験を実施し、冬

期における無人化施工の課題解決に向け、データ整理等

を行った。 

 

 

 

４．積雪寒冷地における無人化施工について 

 

（１）昨年度までの取り組み状況について 

 前述でも述べたとおり、これまでの無人化施工につい

ては様々な工種を実施している。（図-9参照） 

 

 
図-9 樽前山無人化施工現地試験の経緯 

 

（２）平成23年度の取り組みにおける課題及び解決策 

平成23年度においては図-10に示すとおり、錦多峰川2

号遊砂地でのスリット閉塞工を行っている。検討内容及

びデータ整理項目については表-1のとおりとなっている。 

 

 

図-10 昨年度及び今年度の無人化施工実施箇所 
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表-1 積雪寒冷地及び樽前山における無人化施工の課題と解決策 

 

課題及び解決策を検討するに当り、昨年度の現地試験

では解決策の妥当性検証と施工データの蓄積に主眼を置

いた試験計画の立案と結果の分析評価を実施した。現地

試験で得られたサイクルタイムやオペレーターの意見な

どの知見を基に、主に表-1に示すA.調達、B.サイクルタ

イム、C.カメラの視認性、D.無線システムの4項目に着

目し課題に対する解決策を検討した。 

昨年度の現地試験で得られた結果で特徴的かつ今年度

の現地試験項目に関連する内容を以下に記す。 

 

A. 調達 

【課題】無人化施工機械は長崎県や本州などから調達す

るため、無人化施工機械を北海道に移送した際に燃料が

凍結してしまう。(図-11参照) 

【解決策】燃料凍結防止のため、北海道に移送する前に

寒冷地仕様の燃料に切り替える必要がある。 

B. サイクルタイム 

【課題】ブロック積工を立入禁止区域で行う場合、除雪

や準備工等の付帯工事を含め全て無人化施工で実施する

必要がある。また、登坂実験では 15～20 度の斜面で重

機がスリップし、除雪の必要性を確認した。（図-12 参

照） 

【解決策】傾斜のある走行路や施工ヤードが積雪状態に

ある場合は機械の登坂が困難である。事前に汎用の無人

化施工機械により除雪や準備工（盛土・整地等）の検討

を行い、サイクルタイムや課題点の抽出を行う必要があ

る。 

 

 

 

図-11 全国の無人化施工機械配置図 

 
図-12 登坂実験でのスリップ状況(20度) 

 

C. カメラの視認性 

【課題】カメラ映像や無線システムの重大トラブルは発

生しなかったが、2 月中旬の早朝は 低気温-17℃程度

の寒冷条件で中継設備のカメラ映像が乱れた。また、吹

雪は現地試験中に確認されなかった。(図-13参照) 

【解決策】1 日の施工時間が短縮されるが、起動時には
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確実に暖機運転(1 時間程度)を行いトラブルは解消する

事を確認した。今後とも寒冷条件でのカメラ関係の不具

合や吹雪による障害等を継続的に確認する。 

 

図-13 低温時(-17℃)における起動時の映像不良 

 

D. 無線システム 

【課題】アナログ系無線は実績が豊富で安定的な施工が

可能だが、機器の製造中止やアナログからデジタルへ遷

移する社会的背景及び樽前山の特性で泥流到達範囲が広

大である点を考慮し、デジタル無線を用いて安全な場所

からの超遠隔操作が今後必要であると考えられる。 

【解決策】積雪寒冷条件でデジタル無線を使用した場合

の解決策について、現地試験を通じて確認する。 

 

（３）今年度の取り組みについて 

昨年度の取り組み結果を踏まえ、過年度試験より抽出

された“施工の問題点”より、継続的な問題点と新たに

明らかになった内容を網羅した今年度の現地試験項目を

表-2に示す。 

 

表-2 検討項目に対する今年度の現地試験項目 

現地試験メニュー 検討項目 主な試験内容

資機材の調達 A. 調達 調達日数の確認

地元オペレーターの育成 A. 調達 地元オペレーターの育成

① 遠隔操作用カメラの視認性 C. カメラの視認性 色文字の視認性を確認

② 無人化施工機械の走行性能 B. サイクルタイム 障害物撤去及び登坂路造成

③ 無線システム D. 無線システム 無線の途絶範囲及びトラブルの把握　等

④ 効率的なブロック積工 B. サイクルタイム 目印の有無による施工効率、精度

⑤ 無人化施工機械の除雪性能 B. サイクルタイム 汎用機械による除雪試験

⑥ 無人化施工の土工 B. サイクルタイム 凍結土壌の掘削や足場盛土の造成

⑦ 超遠隔操作 D. 無線システム 超遠隔操作(L=1.4km)の実施

⑧ デジタル（無線LAN)方式 D. 無線システム デジタル方式によるタイムラグ

そのた 立入禁止区域の出来形計測を想定

施 工

無 線

準 備

出来形計測  

 

ここでは前述した今年度の現地試験で計画している特

徴的な試験項目についてを以下に記す。 

B. サイクルタイム 

【現地試験項目】今年度の試験では、昨年度に続きスリ

ット閉塞工（ブロック積工）を無人化施工で実施する予

定。その際に、ブロックの目印が施工効率を改善する可

能性に着目し、「予備試験」として、まず地元オペレー

タを対象に3日間程度、計120個の試験データを収集し、

サイクルタイムやオペレーターの意見の評価結果から、

スリット閉塞工の効率的な施工方法を決定する。 

D. 無線システム 

【現地試験項目】昨年度はアナログ無線を使用したが、

今年度の試験では積雪寒冷条件での施工実績が少ないデ

ジタル無線を使用し、試験施工箇所から約 1.5km 離れた

操作室からの超遠隔操作で実施し、樽前山の地形条件で

使用した場合の課題点を現地試験で抽出し、必要に応じ

た解決策の検討を行う。 

 

 

図-14 今年度の現地試験無線システム模式図 

 

 

５. 今後の方向性 

 

継続的に実施している樽前山の無人化施工現地試験で

は、下記のマニュアルの策定及び改良を含む「ＰＤＣＡ

サイクル」を繰返し、机上検討の計画、現地試験から得

られた施工結果を分析・評価し、樽前山における緊急時

の確実かつ迅速な施工を目指してスパイラルアップを図

ることが重要である。 

そのため、北海道開発局では、下記に示す無人化施工

に関する各種内容について、継続的に検討を進めていく

計画である。 

 

（１） 無人化施工検討会 

積雪寒冷地の無人化施工における施工性、安全性、施

工管理及び品質管理等に関する課題の解決方策の検討を

行い、国民の安全安心の確保に資することを目的として、

北海道開発局無人化施工検討会を平成24年3月に設立

している。昨年度においては「北海道開発局無人化施工

マニュアル・冬期火山編」を策定し、図-15に示すとお

りの目次構成を行った。 

今後は数年間の無人化施工現地試験を通じて得られる

「積雪寒冷地における無人化施工の課題及び解決策」を

基に検討を行い、マニュアル策定を行う予定である。 

（図-16参照） 
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図-15 マニュアルの構成 

 

 

図-16 マニュアル策定へ向けた検討フロー 

 

（２）今後の課題解決へ向けた取り組み 

今後の更なる課題解決へ向けた取り組みとしては主に

下記について検討する方向である。 

a)ブロック積工以外の工種 

H23～H24年度に実施したブロック積工以外の緊急ハー

ド対策を対象として、今後は他工種や場所を変えた現地

試験を計画している。 

b)光ケーブルを用いた超遠隔操作の検討 

緊急時にも安全な場所で安定的な状態で緊急ハード対

策を行うため、北海道開発局の光ケーブル網を活用し、

樽前山防災拠点等から無人化施工で行える可能性を他事

例等を参考に検討する。 

c)初動対応についての検討 

緊急減災対策では迅速な対応が重要であり、初動対応

について対策開始のタイミングや関係機関（気象庁、学

識者等）との連絡方法や手順について検討する。 

d)地元オペレーターの育成 

継続的な現地試験での地元オペレーターの育成や過年

度の経験者の習得技術の維持を行うため人材データベー

スの作成等を検討する。 

 

 

 

６．その他ソフト対策の取り組みについて 

 

（１）樽前山における無人ヘリ調査 

火山噴火時の緊急調査を想定した無人ヘリ（UAV）を

用いた調査訓練を行った。訓練は北海道開発局で保有し

ている小型無人ヘリコプターで実施し、樽前山上空での

飛行範囲を確認し、北海道大学及び東京大学との共同で

空中磁気測定を行った。また、噴火時における噴出物採

取を想定したサンプラーによる火山灰採取の訓練を行っ

た。（図-17参照） 

 

 
図-17 樽前山における無人ヘリ調査状況 

 

 

７．まとめ 

 

 平成23年度から実施している無人化施工については、

今後も引き続き現地試験施工を実施し、課題解決の検討

を行い、積雪寒冷地における無人化施工マニュアルを策

定する。 

 また、無人化施工を含めた緊急ハード対策を迅速かつ

効果的に行うため、継続して減災行動ＷＧを行い、緊急

減災対策における関係機関との連携を図っていく。 
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