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 樽前山では冬期の火山噴火に対する緊急ハード対策を無人化施工で実施する予定であるが、

凍結・積雪・オペレータ育成・機械調達等の課題が想定される。これらの課題抽出や解決策の

検討を目的として冬期無人化施工現地試験を継続実施している。平成25年度には超長距離遠隔

操作が可能な光ケーブル及び無線LAN方式を組合せたシステムを構築し、現地試験結果にて技術

的に概ね施工可能であることを確認したため報告するものである。 
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１．はじめに 

 

樽前山(1,041m)は、有史以降も大規模～中規模の噴

火が発生し、近年でも噴煙活動が活発化するなど、北海

道内でも活発な火山として気象庁の常時観測火山に指

定されている。山麓には、北海道の中核都市である苫小

牧市街地、苫小牧港、苫小牧臨海工業地帯や新千歳空

港、JR 室蘭本線・道央自動車道・国道 36 号など道内に

おける物流拠点や重要交通網が集中する地域である。  

積雪期に噴火に伴う高温の火砕流が発生した場合、

大規模な融雪型火山泥流が発生し、樽前山麓において

広範囲に甚大な被害が発生することが想定される。その

ため、国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部では、

火山噴火に起因した火山泥流災害の被害軽減を目的と

して平成 6 年度から直轄火山砂防事業に着手している。 

火山砂防事業による砂防設備整備には長期間を要す

るため、設備完成前に火山噴火が発生した場合の対策

として、平成 23 年度に「樽前山火山噴火緊急減災対策

砂防計画」を策定し、関係機関が連携して火山活動の推

移に応じた緊急ハード対策と緊急ソフト対策からなる減

災対策を実施することとしている。 

緊急ハード対策の実施にあたっては、作業員の安全

を確保する観点から、泥流到達箇所等で対策工を実施

する場合、現地状況に応じ無人化施工の採用を検討し

ている。一方、樽前山及びその周辺は、冬期に日平均気

温 0℃以下、積雪深が概ね 20～30cm の積雪寒冷地に

位置しており、樽前山での火山噴火等の緊急時に無人

化施工を実施する際には、①凍結、②積雪、③オペレー

タ育成、④機械調達等が課題であることが過年度までの

机上検討で想定されていた。 

このような背景より、平成 23 年度から積雪寒冷地にお

ける無人化施工の「確実な実施及び迅速な施工」として、

冬期施工に関する課題抽出及び解決策の検討、地元オ

ペレータの育成を目的とした現地試験を実施し、各種デ

ータの収集及び分析を継続的に実施している。 

 
 

２．樽前山無人化施工現地試験 

 

(1)現地試験目的 

現地試験計画は、積雪寒冷条件下の課題に対する解

決策検証のため、以下の 4 点に着目して立案した。 

① 樽前山火山噴火時の緊急ハード対策の一つである

「ブロック積み工」を冬期に無人化施工する場合の 

課題を把握し、対応策を検討 

別紙―２

図-1 位置図 

樽前山 
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② 「積雪寒冷地における無人化施工マニュアル（案）」

の作成に向けた基礎データの取得  

③ 無人化施工機械の地元オペレータの育成 

④ 冬期の積雪寒冷地における超遠隔操作の適用性 

 

(2)現地試験概要（表-1） 

a)現地試験箇所 

現地試験の施工ヤードは、樽前山麓に火山砂防設備

として整備した錦多峰川 2 号遊砂地(図-2)を対象とした。 

b)施工時期 

積雪寒冷条件下の検証を目的とした現地試験である

点を考慮し、現地試験時期は例年、日平均気温が低く

積雪深が多い 1 月中旬～2 月中旬に実施している。 

c)過年度の現地試験 

平成 23 年度の現地試験は、施工ヤードから約 200ｍ

離れた高台の遠隔操作室からアナログ無線を主体とした

施工を実施した。平成 24 年度は、約 1.4km 離れた下流

側に遠隔操作室を設け、無線 LAN による超遠隔操作を

道内初の取組みとして実施した。平成 24 年度以降、施

工ヤード側の移動中継車と各遠隔操作式建設機械間の

通信では 5GHz 帯アクセス無線を使用している。 

d)平成 25 年度現地試験 

平成 25 年度は、北海道開発局光ケーブル(専用線)と

デジタル無線(無線 LAN)を用いてネットワークを構築し

（図-3）、施工ヤードから約 25km 離れた樽前山火山対策

防災拠点施設に遠隔操作室(写真-1)を設け、錦多峰川

2 号遊砂地との間で超長距離遠隔操作を行った。この結

果より、光ケーブルを用いた場合に基幹通信で安定した

通信が可能な事を確認した。 

e)遠隔操作式建設機械 

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。遠隔操作式建設機械は、バックホウとクロ

ーラダンプを基本とし、それらの遠隔操作を支援する移

動カメラ車や移動中継車より構成され、いずれも道外か

ら船舶やトレーラ輸送等により樽前山麓へ調達した。 

平成23年度 平成24年度 平成25年度

主 要 工 種 ブロック積工 N=63個 ブロック積工N=90個 ブロック積工N=90個

主な冬期試験 登坂能力試験 凍結盛土掘削、除雪 凍結土掘削、夜間施工(照明)

遠隔操作距離 約200～250m 約1.4km 約25km

遠隔操作室 錦多峰川2号遊砂地高台 錦多峰川下流 樽前山火山対策防災拠点

通信

種別

基幹

通信

【制御】2.4G帯SS無線

【映像】50GHz帯簡易無線
【無線LAN統合】25GHz帯無線

北海道開発局光ケーブル

（専用線）

現場
【制御】特定小電力無線

【映像】50GHz帯簡易無線

【無線LAN統合】25GHz帯無線,

5GHz帯無線(IEEE802.11j)
同 左

遠隔操作式機械 1.4m3級バックホウ、11t級クローラダンプ、移動中継車、移動カメラ車 各1台

表-1 各年度の現地試験概要 

機 種【機械所在地】 規 格

バックホウ【長野県】

（ブロック据付：把持装置）
1.4m3級

クローラダンプ【長野県】 11t級

移動中継車【大阪府】 3.8t級

移動カメラ車【大阪府】 0.5m3級

無線・カメラ設備【大阪府等】 各種

【施工箇所】
錦多峰川2号遊砂地

【遠隔操作室】
白老・樽前山火山対策防災拠点

北海道開発局光ケーブル
伝送延長約25km

苫小牧市街地

樽 前 山

表-2 遠隔操作式建設機械一覧 

図-3 遠隔操作ネットワークシステム 

図-2 無人化施工現地試験箇所 

写真-1 遠隔操作室でのオペレーション 
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３．冬期無人化施工の課題に対する解決策 

 

冬期無人化施工における課題に対する解決策を確

認するため、表-3 に示す課題に沿って試験計画を作

成し、現地試験を実施した。  

 

(1)電気通信・機械設備 

a)機材調達 

【課題】遠隔操作式建設機械の大半は道外に所在して

おり、平成 23 年度は規格が小さい重機で本州からの調

達時に燃料凍結が発生した。 

【試験結果】調達や運搬上の課題を確認するとともに、燃

料凍結については北海道への調達前に寒冷地燃料

（例: 3 号軽油を関西地方で約 5 日間を要して調達）や

作動油の切替を実施し、燃料凍結等の問題は発生して

いない。本州（長野県等）の寒冷地燃料は道内と仕様が

異なるため、北海道への調達時は燃料を少なめにし、調

達後に全量を給油する対応を行った。 

b)始業時の暖機運転 

【課題点】始業時に無線システムの立上げに時間を要す

る傾向にある。無線通信機は一般的に 0℃～40℃程度

の使用を想定しているが、特に無線機は水晶発振器の

周波数を元にキャリア周波数（5GHz や 25GHz 等）に変

調して発信する。そのため、水晶発振器の動作限界の目

安温度-10℃以下では無線設備の仕様性能を下回る環

境となる可能性が想定される。 

【試験結果】始業準備段階において、無線システムの立

ち上げに 1 時間程度の暖機運転が必要となり、1 日の作

業時間が短縮され施工効率が低下した。一方で今回の

試験期間中、無線中継局に設置された 5GHz 帯無線の 

固定局に夜間も含め保守用電源から微弱電流を供給し

たところ、問題なく始動できた。 

【解決策・今後の課題】暖気運転時間を短縮策として、夜

間に予め充電したバッテリーから給電を行う等の対応策

が望まれる。 

c)高所無線アンテナへの着雪 

当初は想定していなかったが、高所に設置した無線ア

ンテナに着雪が発生した（平成 24 年度）。 

【試験結果】無線中継局として比較的見通しの良い高台

にアンテナを設置した際、湿雪の吹雪時にアンテナへ着

雪が発生し、無線の受信電力低下による映像の乱れが

発生し(写真-4)、 終的に映像が途絶した。一方で低所

に設けた現場内伝送用のアンテナでは、同様の気象条

件における受信電力の低減は限定的であった。 

【解決策・今後の課題】着雪防止の解決策として、アンテ

ナ素材の改良や撥水スプレー等の対応が想定される。 

d)映像タイムラグ 

【課題点】デジタル無線は伝送時に映像処理が行われ

遅延が発生し、制御信号との誤差によりオペレータへの

疲労による施工効率の低下が指摘されていた。  

項 目 主な着目事象

A.機械調達
本州からの機械輸送時における燃
料凍結

B.冬期始業時 始業時の暖機運転状況

C.風雪・着雪 施工中断の有無や課題

D.タイムラグ デジタル無線の遅延時間（映像）

E.運搬作業 長距離運搬における無線伝達

F.施工可能時間 夜間施工の適用性

G.凍結土・除雪 凍結土の掘削方法、登坂能力

H.ブロック積工 サイクルタイムや施工の課題点

I.超長距離遠隔

操作

光ケーブルを基幹通信に使用した
場合の適用性

表-3 冬期無人化施工における課題項目

写真-4着雪に伴う映像の乱れ 

写真-2バックホウとクローラーダンプによるブロック積工 

写真-3 左：移動中継車 右：移動カメラ車 

バックホウ 4tブロックを把持

吹雪の中での施工 主要工種のブロック積工 
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【試験結果】試験結果より、制御系操作遅延の概ね 2 倍

に該当する 0.4～0.6sec 程度であることを確認した。 

【解決策・今後の課題】映像遅延はオペレータの負担と

なっており、今後は気象条件や夜間等に映像負荷が変

動した場合の映像遅延を計測し、遅延低減に必要な通

信設備に関する検討が求められる。 

 

(2)冬期施工 

a)夜間施工（平成 25 年度実施） 

【課題点】一般的には、照明下での夜間施工はハレーシ

ョンが発生するためモニター操作には不適とされている。

しかし、冬期の北海道は、1 月下旬で概ね 16:30 頃と日

没が早く、緊急時の施工では積雪状態で照明設備を用

いた夜間施工の実施が求められる可能性が高い。  

【確認方法】道外事例やダム施工現場の夜間照明の配

置例を参考にヤード全体を照射する 6 灯式照明設備及

び局所的な照度を確保する 4 灯式照明やバルーン照明

を設置し、ブロック積工や掘削・運搬等を実施した(表-4)。 

【試験結果】表-5 に示すように 6 灯式や 4 灯式では、雪

上面で光源が反射し、重機の陰等でコントラストに顕著

な差が生じる照明条件の場合、無線設備のデータ処理

量が増加し、5GHz 帯無線の伝送負荷が大きく画面がノ

イズ状になり、通信途絶が生じる事が認められた。 

局所照明にバルーンライトを用いた場合、水銀灯に比

べ作業箇所が明るくなりハレーションの影響を緩和できる

ため、視認性低下を抑制できることを確認した。 

視認性の低下や照明種類、細部作業の困難等の課

題は残るが、それらを考慮して実施すれば緊急時の夜

間施工は技術的には概ね可能である事を確認した。 

【解決策・今後の課題】無線の分散などの伝送方法の工

夫、データ容量の抑制の工夫が必要と考えられる。 

b)冬期土工・準備工（平成23～25年度実施） 

【課題点】冬期北海道における地盤の凍結深は 50cm 以

上あり、昨年度の盛土掘削試験でバケット掘削では施工

効率が大幅に低下する可能性がある。 

【確認方法】今年度は、無人化施工での凍結土掘削方

法として「ブレーカ装着による破砕」、「バケットによる破砕」

の 2 パターンを実施し、サイクルタイムや施工性につい

て確認した。準備工としては「除雪」ついて確認した。 

① 凍結土掘削工(凍結土破砕) 

【試験結果】凍結土(凍結深 80cm)10m×5m の範囲をブ

レーカ、バケットを用いて掘削した時間を算定した。凍結

土はブレーカを用いる掘削が有効であるとともに、夜間

照明下でのブレーカ作業の施工効率は昼間の 6 割程

度に低下することを確認した。 

① 水銀灯＋ナトリウム灯 ② 水銀灯 ③ 水銀灯＋バルーン照明

モニター
映像

施工概要

画面が非常に見づらく，細部の作

業性が低下．

ナトリウム灯（オレンジ）により映像

容量が増加.無線設備への伝送負

荷が極端に増加したと想定．

施工箇所をスポット的に照らすた

め，モニター映像ではコントラスト

差が拡大，またカメラ正面に水銀

灯が有る場合，ハレーションによる

影響を受ける．

モニターでは水銀灯に比べてバ

ルーンライトの方が全体的に明るく

なり，ハレーションの影響を緩和で

きるため，見やすいと判断．

評 価 ×（映像容量負荷が大きい） △（コントラスト差が大） ○（３案中で最も見やすい）

 表-5 夜間照明試験結果 

 表-4 夜間照明の種類 
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【解決策】除雪や凍結土の土工作業では、凍結土掘削

でバケットのみでは施工効率が大幅に低下するが、ブレ

ーカ付バックホウとの併用により、施工効率の低下が抑

制可能である事を確認した。 

② 凍結土掘削工(掘削積込・運搬) 

【試験結果】細部作業が伴うバックホウによる掘削･積込

作業は、夜間施工では日中の作業効率に対して約 6 割

まで低下する。一方で、運搬は細部作業が少なく夜間施

工でも日中と同じ程度の施工効率となる。 

【解決策・今後の課題】凍結土であっても、あらかじめブ

レーカ等により事前に破砕を行った場合、通常の土砂掘

削と同様に対応可能であることが確認できた。 

③ 除雪作業 

【課題点】積雪が多い地域では施工開始前に遠隔操作

式建設機械、施工ヤードなどで除雪を日常的に実施す

る必要がある。 

【確認方法】バックホウによる除雪および積雪状態の斜路

における遠隔操作式建設機械の走行性能を確認した。 

【試験結果】除雪はバックホウとクローラダンプにより通常

土砂と同様の掘削・運搬で対応可能であることを確認し

た。バックホウやクローラダンプの積雪時登坂能力は、勾

配 15 度（26.8%）ではスリップ等もなく比較的安定した登

坂が可能であるが、勾配 20 度（36.4%）ではスリップが発

生し登坂が困難であることを確認した。 

【解決策・今後の課題】除雪はバックホウでも対応可能で

あるが、広範囲の除雪に対しては作業性の面から遠隔

操作式ブルドーザでの対応も必要である。また、勾配 15

度（26.8%）では比較的安定した登坂が可能であることか

ら、無人化施工用に工事用道路等を造成する際の基準

の目安となる。 

c)ブロック積工 

【課題】積雪寒冷地無人化施工で地元オペレータによる

ブロック積工の施工能力が不明である。 

【確認方法】ブロック積工を通じてサイクルタイムの算定を

3 カ年で実施した。  

【試験結果】平成 23 年度～平成 24 年度の据付時間は、

2 個で 10 分程度であり、オペレータの慣れと共に減少傾

向となった。平成 25 年度の据付時間は、クローラダンプ

が斜めでの施工であったこともあり、2 個で 15 分程度と

なったが、過年度と同様に、作業の習熟とともに減少し、

作業時間の変動も小さくなる傾向となった（図-4）。 

【解決策・今後の課題】「斜め施工」状態になる場合、バッ

クホウのオペレータが把持装置をブロックに挿入する作

業の難易度が上昇しサイクルタイムが上昇するため、施

工箇所を平坦に整地する必要がある。 

 

４．まとめ 

冬期無人化施工現地試験を通じて得られた知見を元

に、「積雪寒冷地火山砂防における無人化施工の課題

と解決策」を整理した結果を表-6 に示す。 

冬期無人化施工で想定されていた課題について、暖

機運転や除雪など部分的な課題も残されているが、技

術的には概ね施工可能である事が確認できた。また現

地試験や検討結果を基礎資料として「積雪寒冷地にお

ける無人化施工マニュアル（案）」の素案を作成した。課

題解決得られた知見より、特に留意すべき事項を記す。 

 

(1)無人化施工システム 

北海道開発局保有の光ケーブルを利用した超長距

離遠隔操作では特に大きな問題は無く、基幹通信で安

項 目 試 験 結 果 今 後 の 課 題

A.機械調達 本州出発前に寒冷地仕様3号軽油を手配し少量給油、北海道到着後に全量給油(概ね検討終了)

B.冬期始業時 早朝始動時に再起動発生、1時間の暖機運転が必要 バッテリーによる微弱電力の給電

C.風雪・着雪 吹雪時にアンテナに着雪し無線が途絶 防水対応やカバーなど雪付着対策必要

D.タイムラグ 映像タイムラグは0.4～0.6秒程度 気象条件や夜間等における違いを確認

E..運搬作業 無指向性アンテナが比較的安定 結果を利用し長距離運搬などを実施

F.夜間施工 雪面反射等によりｺﾝﾄﾗｽﾄ顕著、映像伝送負荷が発生 照明種類や配置に工夫が必要

G.凍結土・除雪
凍結土掘削：ブレーカーの使用により可能
登坂能力：勾配15度で比較的安定(20度ではスリップが発生）

除雪：ブルドーザーによる実施を検討
長距離確認,工事用道路造成などを実施

H.ブロック積工 ダンプ斜め状態では把持装置の挿入難易度が上昇 ダンプ停止位置の平坦な整地が必要

I.超長距離遠隔操作 専用光ケーブルにより安定的な通信が可能 システム構築日数の短縮(H25:20日間)

 表-6 試験結果一覧 

 図-4 ブロック積工サイクルタイム 
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定した通信が可能な事を確認した。今回の光ケーブル

回線は「専用線」であったが、ネットワーク網を利用した

場合、通信量による遅延の増大等の環境変化が生じる

可能性も想定される。一方で、他事例でも「ラストワンマイ

ルの局所部伝送方式が重要である(2)」と言われるように

5GHz 帯無線の伝送の重要性を樽前山の現地試験でも

確認した。特に夜間施工等の映像データが処理能力の

上限を超過する条件では、画面がノイズ状になり通信途

絶が発生する。そのため、今後はデータ容量の抑制策

に関する検討が必要である。 

 

(2)無人化施工システムの構築期間 

今回の現地試験では、遠隔操作室及び施工ヤード設

営、施工システム構築の期間短縮を試みた。無線設備

関係を中心に機材調達前に設定作業を開始し、事前作

業に 5 日間、現地設定も 8 日間程度で完了、その他の

作業も合わせ総合試験まで約 20 日程度で完了した。 

 

(3)始業時・準備工 

寒冷条件において早朝始業時に冷え込んだ場合、無

人化施工システムの立ち上げに作業開始から 1 時間程

度の暖気運転が必要となった。一方で、無線中継局に

設置された 5GHz 帯無線の固定局に夜間も含め微弱電

流を供給した場合は暖気運転は必要なかった。作業開

始時間を短縮するため、予め外部バッテリーから夜間に

無線設備へ給電する対応策を検討することが望ましい。 

樽前山麓では大きな課題となっていないが、積雪が多

い地域では、施工効率の低下を抑制するため、効率的

な除雪や着雪防止等の対応が求められる。 

 

(4)冬期における施工工種 

樽前山では、ブロック積工や掘削工などの冬期試験を

実施し、様々な課題点を抽出した。ブロック積工は雪上

面での光乱反射によるオペレータの視認性低下が確認

されるが恒常的な施工効率の低下要因では無い。一方

で冬期には凍結深が 50cm 以上となるため、凍結土掘削

にはブレーカ破砕と掘削を併用するためバックホウ 2 台

体制が必要となる。冬期の無人化施工では、ブロック積

工の課題点は掘削等の土工に比べて少なく、適用性が

高いと言える。 

 

(5)地元オペレータの育成 

地元オペレータの育成を継続的に実施し、樽前山で

は平成 23 年度以降に 20 代～40 代の合計 9 名の地元

オペレータを育成した。オペレータの育成を継続して実

施することにより、緊急時に地元オペレータと経験者オペ

レータが協働し迅速な施工が可能になるとともに、夜間

施工を含めた交代要員として重要な存在となる。 

 

 

５．今後の展望 

 

北海道開発局室蘭開発建設部では、継続的に実施し

ている樽前山の無人化施工現地試験において「PDCA

サイクル」を繰返し、計画に基いた現地試験より得られた

施工結果を分析・評価し、計画に反映させている。 

樽前山における緊急時の確実かつ迅速な施工を目指

し、無人化施工に関する知見の習得やオペレータ育成

に関してスパイラルアップを図ることが重要である。 

3 ヶ年の現地試験で、冬期施工に関する様々な課題

の抽出や対応策に関する検討を実施した。北海道開発

局室蘭開発建設部では、以下に示す内容を含め、継続

的に確認すべき課題や新たに確認した課題に対し、今

後も現地試験を継続的に実施し、緊急時の無人化施工

に関する「実働性向上」を目指す。 

① 無人化施工システム構築に要する期間の短縮策に

関する検討 

② ブロック積工以外の工種に関する現地試験を実施

（準備工を含む） 

③ 始業時や夜間施工における施工効率低下に関する

課題点に対する解決策の検討 

⑤  地元オペレータの育成方法に関する検討 
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