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十勝岳火山砂防における冬期無人化施工
現地試験について
－寒冷地での施工における課題－
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十勝岳では予想される冬期の火山噴火に伴う融雪型火山泥流による被害が懸念されている。
旭川開発建設部では、計画規模に対応する火山砂防施設の整備を着実に進めるとともに噴火警
戒レベル等に応じた緊急減災対策を行うこととしている。その中で、特に危険性が高い箇所で
の緊急減災対策は、作業員の安全を確保するため無人化施工機械による施工を予定しており、
これまでに実施した現地での無人化施工試験状況と諸課題を報告する。
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高い箇所での減災対策の施工は作業員の安全を確保する
ため無人化施工技術の採用を予定している。
十勝岳(2,077m)は北海道中央部に位置する活動的な活
北海道における厳冬期の無人化施工実施にあたっては、
火山（噴火警戒レベル 1）で、最近では 2004 年にごく
多くの実績がある本州以南に比べ格段に積雪・寒冷の条
小規模な噴火が発生している。このほか記録に残されて
件が厳しく、①降雪による無線通信の減衰、②遠隔操作
いる主な噴火活動としては、1857 年、1887 年、1926 年、 式建設機械の燃料や油圧系統、無人化施工関連設備の凍
1962 年、1988～1989 年がある。特に、1926 年の大正泥
結、③地元オペレーターの育成、技術力維持等、緊急時
流では近隣の美瑛町及び上富良野町（図-1）において大
における実働性の確保、が課題として想定されている。
きな被害が発生した。大正泥流は、冬期に発生した融雪
そのため、平成22年度より「冬期寒冷地での無人化施
型火山泥流であり、今後発生が懸念される火山噴火では、 工に関わる課題に対する解決策」に着目した検討、平成
同様な泥流による被害が懸念されている。
23年度～平成26年度には樽前山麓で室蘭開発建設部によ
旭川開発建設部では、美瑛川流域の直轄砂防区域内で
る機械の動作確認や課題の検証に着目した冬期現地試験
計画規模の泥流を想定した火山砂防施設の整備を進める
が実施され、部分的な課題も残るが、技術的にはおおむ
と共に、噴火警戒レベルに応じ、ブロック積等の緊急減
ね施工可能1）2）3）であるとの結論が得られた。
災対策を行うこととしている。その中で、特に危険性が
しかし、冬期の十勝岳は日最低気温約-14℃、積雪深
1.2m程度(平成27年度実績、図-2)という無人化施工の実
狩 川
石
施において、積雪寒冷条件という観点でより厳しい施工
旭川市
条件であることが想定される。
そのため、旭川開発建設部では、融雪型火山泥流の発
美瑛町
生が想定される冬期の十勝岳において、①無人化施工が
【現地試験箇所】
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図－１ 十勝岳及び現地試験箇所位置図
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図－２ 現地気温と積雪深(平成 28 年 2 月)

適用可能かどうかの確認、②具体的な施工効率の測定、
③無人化施工上の課題の抽出・検証を目的として平成28
年2月及び平成29年2～3月に十勝岳山麓の直轄砂防区域
内で冬期無人化施工機械の現地試験を実施した。
本報告では、十勝岳における施工現地試験結果を中心
に冬期無人化施工の課題・問題点に対する解決策の検討
結果について紹介するものである。

札幌市

２． 十勝岳無人化施工現地試験計画の概要
図－３ 現地試験施工ヤード位置図
（１）現地試験の目的
試験ヤード

現地試験は、積雪寒冷条件における無人化施工の課題
に対する解決策に主眼を置き、表-1 に示す着目点に基
づき、試験計画を立案した。
①冬期降雪時における超遠隔操作(1km 超の通信)及び狭
隘な箇所による通信システムの動作確認及び課題の把握
②積雪寒冷条件における無人化施工の問題点に対する解
決策の確認（冬期における視認性など）
③冬期施工における有効な無人化施工工種（ブロック積
工・大型土のう工）の検証
④分解組立型バックホウによる土工、除雪、流木回収の
施工効率
⑤凍結路面における、重機の登坂・降坂能力
⑥緊急時に活躍が期待される地元オペレーター育成
表－１ 試験の着目点と使用機材

（２）現地試験実施時期
現地試験は、積雪寒冷条件における課題解決策の検証
を考慮し、両年度とも、日平均気温が最も低く積雪深が
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図－４ 分解組立型バックホウと平成 28 年度試験ヤー
ド
多い平成 28 年 2 月及び平成 29 年 2～3 月に実施した。
（３）現地試験実施箇所
現地試験の実施箇所は美瑛町市街から 20km ほど離れ
た場所に位置しており、緊急ハード対策の実施を予定し
ている美瑛川上流の白金温泉地区とした。平成 27 年度
は、試験施工ヤードを美瑛川第 1 号堰堤上流側として、
遠隔操作室は火山泥流の影響範囲外と想定される直線距
離で約 1.1km 離れた十勝岳火山砂防情報センター敷地内
に設置した（図-3）。平成 28 年度は、同じく美瑛川第
1 号堰堤上流側を試験施工ヤードとし、ヤード内に遠隔
操作室を設置し、現地試験を行った（図-5）。
（４）現地試験で使用した遠隔操作式建設機械類
現地試験で使用した遠隔操作式建設機械の一覧を表-2
に示す。平成 27 年度の遠隔操作式建設機械は、ブロッ
クや大型土のうの敷設に用いるバックホウ、運搬作業に
用いるクローラダンプを基本とし、それらの遠隔操作を
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図－５ 現地施工ヤード現地試験配置図(左上平成 27 年度、右上平成 28 年度)及び施工ステップ図(平成 27 年度)
Keitaro Yoshikawa、 Tatsuya kitase、 Yasuhiro Murakami

表－２ 現地試験で使用した遠隔操作式機械一覧
機 種【機械所在地】
バックホウ【長野県】（H27 年度）
（ブロック据付：把持装置）

規 格
3

1.4m 級

クローラダンプ【長野県】（H27 年度）

11t 級

移動中継車【大阪府】（H27 年度）

3.8t 級

移動カメラ車【大阪府】（H27 年度）

0.5m3 級

分解組立型バックホウ
【札幌:北海道開発局】（H28 年度）
無線・カメラ設備【大阪府等】

1.0m3 級
各 種

機械の特徴・搭載無線機
・車載カメラ(4 台)で手元、全景を確認
・無線設備：5GHz 帯アクセス無線 1 台、遠隔操縦装置 1 式
・キャタピラが鋼鉄製（通常はゴム製）
・無線設備：5GHz 帯アクセス無線 1 台、遠隔操縦装置 1 式
・無線設備：25GHz 帯小電力無線
1台
5GHz 帯アクセス無線 1 台、遠隔操縦装置 1 式
・車載カメラ(2 台)で施工箇所を確認
・無線設備：5GHz 帯アクセス無線 1 台、遠隔操縦装置 1 式
・車載カメラ(前方 2 台・後方 1 台)で施工箇所を確認
・無線設備：429MHz 帯特定小電力無線 1 台、遠隔操縦装置 1 式
・道外の無人化施工で実績を有する製品類

支援する移動カメラ車や移動中継車より構成され、いず
れも北海道外から船舶やトレーラ輸送等により苫小牧港
経由で白金温泉地区へ調達した。また、平成 28 年度は、
北海道開発局所有の分解組立型バックホウを、札幌から
現地試験施工ヤードへ輸送した（図-4）。

３． 冬期無人化施工の課題と現地試験結果
各課題に対する現地試験結果及び課題の解決策を以下
に示す。
（１）緊急減災対策の課題
a）ブロック積工の施工性（導流堤）
緊急ハード対策では無人化施工で導流堤の設置が計画
されており、平成 27 年度の現地試験では、ブロック積
工(3t 級/N=108 個)および大型土のう工(N=54 個)につい
て、運搬及び据付を実施し無人化施工機械による施工性
などを比較した（図-6）。大型土のう工と比べ据付精度
が求められるブロック積工は作業が慎重になり、大型土
のう工の 1.5 倍程度、据付作業に限ると 2 倍程度の作業
時間を要する結果となった（図-7）。大型土のう工は、
サイクルタイムの面で優れるが、中詰材の凍結や袋の破
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図－６ 遠隔操作室（左）と大型ブロック積工試験
状況
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図－７ ﾌﾞﾛｯｸ積工と大型土のう工のｻｲｸﾙﾀｲﾑ

図－８ 無人化施工のネットワークシステム
れ等の破損が生じ、破損への対応や背面盛土が必要で、
導流堤としての耐久性や施工性の点で懸念が残る。その
ため、ブロック積工が耐久性や施工性で緊急ハード対策
に適していると評価できる。今後は、ブロック積工のサ
イクルタイムを短縮する敷設方法、把持装置の工夫等の
改善策、地元オペレーターの育成について、現地試験の
実施を含めた検討を継続的に実施することが望ましい。
ｂ）現場地形条件による通信障害
無人化施工のネットワークシステムを図-8 に示す。
美瑛川の現地試験ヤードは砂防堰堤の堆砂敷で比較的平
坦であるが、緊急ハード対策計画箇所は地形が狭隘で走
行路等では樹林内を走行することも想定される。地形等
の影響により遠隔操作式建設機械の通信支障が生じる事
が懸念されるため、平成 27 年度に現場内無線（5GHz 帯
無線）の有効伝達距離や樹木、雪山等による影響につい
て美瑛川の試験施工ヤードで定量的な確認を行った。
①距離による伝送状況：当該地点の地形条件および機器
の配置で、樹林による障害で一時的に受信電力が-70dBm
（安定通信の目安）を下回る状態もあったが、無線の回
り込み特性で回復しており、現場内無線（5GHz 帯無
線）の有効範囲は支障物が無い直線距離で 200m 程度は
概ね通信可能である事を確認した。
②地形条件による伝送条件の変化：5GHz 帯無線は回り
込み特性を有しており、バックホウと同程度の高さのブ
ロック積や雪山では通信障害は生じなかった。
平成 27 年度の現地試験で得られた有効範囲や回り込
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図－９ カメラ車の残燃料 図－１０ 降坂時における
の凍結
スリップ
み特性の試験結果を踏まえ、緊急ハード対策予定箇所で
どの様な設備配置や実施工が可能か机上検討を行い、現
地条件等を踏まえ更なる検証が必要な項目があれば現地
試験を通じて検証していくことが望まれる。
（２）寒冷条件に対する課題と対策
遠隔操作式建設機械は、機械制御（電磁油圧弁）や操
作信号の伝送に無線通信を利用する点が一般的な建設機
械と異なる。そのため、通信設備を中心に結露等を誘発
し、基板の損傷など低温状態の影響が懸念されるほか、
燃料や作動油の凍結、作業時のスリップも懸念される。
a）無線機起動時のトラブル防止
樽前山では早朝始業時に0℃以下となり、5GHz帯無線
機(OWS)の正常起動に長時間を要する課題に対し、無線
機を対象に非稼働となる夜間に給電を行うことで、正常
起動時間を短縮した2）3）。
より寒冷条件が厳しい十勝岳での検証として、平成27
年度に平日夜間休工中に5GHz帯無線機(OWS)へ給電を行
った。その結果、早朝に-15℃程度まで気温が低下した
場合でも、始業時に無線機が停止と再起動を繰り返す現
象は発生せず正常起動し、夜間給電の有効性を確認した。
実施時には、夜間給電のための発電機や商用電源等を活
用するほか、小型の恒温槽等での保管も有効である。
平成28年度の現地試験に用いた2.4GHz帯SS無線は、最
低気温が-20℃でも起動時のトラブルはなく、遠隔距離
が短い現場での積極的な活用が望まれる。分解組立型バ
ックホウの車載カメラは熱線ヒーター等の装着により、
始業時や運転時における通信・映像関係のトラブルは発
生しなかった。
ｂ）燃料・作動油の凍結防止
平成 27 年度の遠隔操作式建設機械は本州からの調達
であり、寒冷地用燃料（特 3 号軽油）の使用や作動油の
入替・交換を行ったが、移動カメラ車に僅かに残された
本州仕様の燃料が凍結することがあった(図-9)。本州か
ら遠隔操作式建設機械を調達する場合、寒冷地用燃料や
作動油への確実な交換が必要である。北海道内の機械に
おいても、冬期の使用に備え、夏用燃料の計画的な消費
など寒冷地用燃料に交換する準備に留意する必要がある。
ｃ）凍結走行路面への対応
平成 27 年度の現地試験では、凍結路面でクローラダ
ンプの走行時に機体が横滑りしやすく、オペレーターが
走行レバーの操作に強弱を付け操作している状況が複数

分

0:30
0:20
1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

受講者 A はスリップのため非常に慎重で、操作に時間を要し
ている。指導員も初回はスリップにより時間がかかったが、
すぐに路面状況に対応し、作業時間を短縮している。

図－１１ 平成 28 年度バックホウの降坂試験結果
回あった。平成 28 年度のバックホウの登坂・降坂試験
では、スリップ（図-10）によるサイクルタイムの低下
が発生した（図-11）。
凍結路のスリップに対しては、履帯と路面の摩擦を増
やすため、除雪作業や細礫の散布が有効であり、そのた
めの作業補助機械の導入が望ましい。
ｄ）冬期の降雨
平成 27 年度の現地試験期間中、極端に気温が上昇し
降雨となった日があり、その後の気温低下で設備の回転
制御装置やカメラフード等が凍結し、始業時に点検や除
氷を行う時間を要した。降雨が予想される場合は、機器
の回収や養生を実施する必要がある。
（３）積雪に対する課題と対策
積雪による課題は①降雪・着雪による通信障害、②作
業ヤードの除雪、③積雪面における視認性の低下などが
挙げられる。
a）降雪・着雪による通信障害対策
降雪・着雪環境では、特に周波数帯が高い領域の無線
種別や長距離通信を行う場合、通信障害の発生が懸念さ
れる。樽前山現地試験（平成24年度）で長距離通信
(L=1.4km)を行った25GHz帯無線機の平面アンテナ部に湿
雪が短時間で付着、伝送速度の低下後、通信が途絶した
1）2）3）
。十勝岳は乾雪主体であるが、樽前山より降雪量
が多いため、平成27年度現地試験では25GHz帯無線の平
面アンテナ部の着雪を防止し、通信障害を抑制する①平
面アンテナへのシェード設置、②通信設備用への着雪防
止溶剤塗布の2案についての有効性を確認する現地検証
を行った。
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図－１２ 着雪防止対策の効果
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図－１３ 風雪時と晴天時の視程の比較

図－１５ ﾍﾞﾃﾗﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰによる講習(平成 28 年度)
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図－１４ 視認性の確認試験（平成28年度）
①シェード設置の効果を、着雪状況や受信電力強度を
定期的に観測することで確認したが、シェードによって
平面アンテナ部の着雪が抑制され、通信障害は生じなか
った(図-12左)。
②着雪防止剤による効果は、両年度ともアンテナに類
似した材料に溶剤塗布の有無で確認を行ったが、着雪抑
制効果を数日間保つことができた（図-12 右）。
乾雪条件では平面アンテナ部の水膜等による減衰を抑
制するためにシェードの設置を基本とし、特に吹き込み
等により着雪が懸念される場合は着雪防止溶剤を併用す
る等の対応が現実的であると考えられる。このほか、長
距離通信(L=1.1km)で目視による対向が確認できない降
雪の場合（図-13 左）でも 25GHz 帯無線は特に通信障害
は認められなかった。
ｂ）作業ヤードの除雪
美瑛川上流の白金温泉周辺は例年 1.5m 以上の積雪と
なり、吹き溜まりが生じる可能性もある。現地試験にお
ける除雪は全て有人作業で実施したが、立入禁止区域で
遠隔操作による作業が求められる可能性があり、ブルド
ーザによる除雪やブロックの凍結の対応策としてジェッ
トブロ―等の活用が考えられる。
ｃ）冬期積雪面による視認性の確保
無人化施工では、遠隔操作用カメラで得られる情報が
極めて重要であり、積雪条件で光乱反射や吹雪等で視認
性が極端に低下する場合、遠隔操作式建設機械の接触、
損傷等が生じることが懸念される。そのため、無人化施
工機械で用いる汎用的カメラにおいて視認可能な距離、
色彩等の検証を行った（図-14）。
平成 27 年度は、固定カメラで 30m 離れた箇所から
青・黄・赤・黒の 4 色の数字を撮影し、モニター上で判
読しズーム倍率と天候（曇天、晴天、降雪）をパラメー
タに各条件での正答率による視認性を確認した(図-14)。
文字の見やすさはカメラの解像度に影響され 2.4 倍程度
までズームした場合、概ね判読可能である。試験結果を
詳細に分析すると、降雪時は赤、晴天時は黒が視認しや

5m3 の流木を回収する試験：受講者Ａ、Ｂとも指導員の２～３倍の時間
を要しており、技能の差が歴然としている。

図－１６ 流木回収試験結果と操作状況（平成28年度）
受講者

指導員

図－１７ 出来型の違い（盛土試験，平成28年度）
すいとの結果が得られた。
平成 28 年度はピンクを加え同様の試験を行った結果、
積雪面では明度の低い黒、赤、青等が視認性に優れ、ピ
ンクや黄色は見難いことがわかった。降雪時の視認性を
向上させる方法として、障害物や積雪面への目印等は赤
色を活用する事が望まれる。また、施工時への活用策と
して、バックホウの把持装置やクローラの端部に赤色の
目印を設け、降雪時の視認性を向上させる事が考えられ
る。
（４）人材育成について
緊急時に無人化施工を迅速に実施する観点から地元オ
ペレーターの育成を継続的に実施しており、平成 27 年
度（10 名）及び平成 28 年度（9 名）とも、建設機械操
縦の有資格者を対象に無人化施工講習会を開催した。平
成 28 年度は北陸地方で経験豊富なオペレーターを招聘
し、講習会において分解組立型バックホウの操作につい
て実地指導を行った（図-15）。
平成 28 年度の現地試験では、オペレーターの技能は
個人差が大きく、指導員と受講者で施工スピードが大き
く異なる（図-16）ほか、土工試験では出来型について
も大きな差が見られた（図-17）。今後、無人化施工を
確実に行うためには、育成のための講習会や技能制度を
通じた継続的な取組みを行い、経験者の増加やスキルア
ップを図ることが必要と考える。
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表－３ 冬期無人化施工の課題と平成 27 年度・平成 28 年度現地試験結果一覧
課題

現地試験結果(H27年度，H28年度）
◆積雪寒冷地での耐久性や作業性を考慮すると大型土のう工よりブロック積工（図-6、図-7）が優れている．（H27年)

緊急減災の課題

◆5GHz帯無線の有効範囲は120～200m程度，回り込み特性のため，バックホウ程度の高さの雪山等では通信阻害が生じない．(H27年)
◆バッテリーによる夜間給電で、外気温が-15°C程度まで低下しても無線機再起動発生は無く，夜間給電の有効性が検証された．(H27年）
◆ 2.4GHz帯では，再起動の現象は無かった．遠隔距離が短い現場等では，他の周波数帯を含めた活用策の検討が望ましい．（H28年)
寒冷条件の課題

◆分解組立型バックホウの車載カメラは熱線ヒータ等装着により，始業や運転時における通信映像関係のトラブルは発生なし．（H28年)
◆燃料の凍結が発生（図-9）．本州調達の無人化施工機械の燃料は，確実に寒冷地対応に交換する必要がある．（H27年）
◆路面凍結で、スリップ（図-10）や登坂・降坂のサイクルタイム低下が発生，砂を撒くなど作業補助機械導入が望ましい．（H28年）
◆アンテナ部に防雪のためのシェード(図-12)を設けることで長距離間を含め通信障害は無かった．(H27年)

積雪条件の課題

◆アンテナの着雪による障害に対し、着雪防止剤の有効性を確認した．（図-12）(H27年，H28年）
◆積雪面では，明度の低い黒・赤・青等が視認性に優れ，ピンクや黄色は見えずらい．（図-14）（H27年，H28年）

人材育成の課題

◆地元オペレーターを対象とした講習会を実施した．（H27年，H28年)
◆無人化施工経験豊富な指導員がノウハウを指導した．(H28年)
◆講習会や技能認定制度などを通じた継続的なオペレーター育成の取組みが必要である．(図-15)(H27年，H28年）
◆オペレータ技能は個人差が大きく（図-16、図-17）、育成のための講習会や技能制度を通じた継続的な取り組みを図る事が必要。（H28
年）

４．まとめと今後の課題
十勝岳の平成27年度及び平成28年度の冬期無人化施工
現地試験で得られた知見についてまとめたものを表-3に
示す。
これらは現地試験結果の一部であり、その他多くのノ
ウハウの詳細は平成25年度に初版が策定された「北海道
開発局無人化施工マニュアル・冬期火山編」に平成27年
度までの無人化施工現地試験結果及び平成28年度の分解
組立型バックホウによる現地試験結果を反映し、第６章
として分解組立型バックホウ操作・訓練編を新設した第
３版として編纂中であり、平成29年度内に完成見込みで
ある。
実際の十勝岳における緊急減災ハード対策工事の施工
時には高い樹林帯（図-18）の中の工事用道路を複数の
無人化施工機械が行き合うことが想定され、これまでの
現地試験では再現が十分とは言えないところもあるが、
厳冬期の気象条件下では建設機材、無線装置などへの影
響を緩和するための措置が必須であるほか、人材育成に
あたっては、開発局保有の遠隔操作可能な分解組立型バ
ックホウが活用可能なことが把握できた。平成28年2月
に実施したケースでは、無人化施工で行うブロック積み
上げは、バックホウに把持装置と呼ばれる特殊なアタッ
チメントを取り付ける必要がある。この把持装置を作動
するにはバックホウの油圧系統が往復配管である必要が
あるが、一般的なバックホウは片側配管であることが多
い。このため、緊急時に本州から把持装置を輸送する事
は時間的ロスが大きく、今後、従来型バックホウでも装
着可能な把持装置の開発が望まれる。把持装置は河岸決
壊時のブロック投入等にも利用出来るよう、緊急減災対
策以外でも活用可能な汎用性を備えることが望ましい。
また、大手メーカーでは従来型バックホウに後付けで
遠隔操作を可能にする機器の開発も進んでおり、メーカ
ーは限定されるものの、建設会社が保有する機材を活用

写真中央奥の樹林帯が無人化施工予定地，写真手前は白金温泉街

図－１８ 十勝岳の緊急減災ハード対策予定地
した無人化施工訓練も可能となっている。十勝岳噴火に
伴う白金温泉上流域の国有林内における緊急減災対策の
実施に当たっては、このような新技術の情報収集を行い、
有人施工で事前に施工可能な樹木伐採や整地などの準備
も含め、今後も有識者、関係機関の助言を得ながら、円
滑に進められるよう、検討を進めてまいりたい。
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