
   

災害現場における無人化施工の導入事例 
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１．はじめに 
雲仙・普賢岳の噴火災害以降，災害現場において，作業員の安全確保という観点から無人化施工が導入されるこ

とが多い。九州地方整備局では無人化施工機械の操作経験者を増大させるため，年 1 回，無人化施工訓練を実施し

ている 1)が，現状では，災害発生直後の初動時に対応する災害協

定企業の現場代理人・オペレータには，無人化施工の従事経験の

ない場合も想定される。 

本報では，平成 30 年 4 月に大分県中津市耶馬渓町金吉で発生

した山地崩壊現場において，初めて無人化施工に従事する現場代

理人・オペレータへの支援状況と，同災害における無人化施工の

課題の抽出，今後の災害時等において円滑に無人化施工を導入す

るための方向性等を報告する。 

２．災害概要と支援状況 
対象災害は，平成 30 年 4 月 11 日に中津市耶馬溪町金吉地区で

発生した幅約 160m，長さ約 220m，最大深さ約 35m の山地崩壊で，

同災害では死者 6名。人家全壊 4棟等の被害が発生した 2)。 

当該災害現場における無人化施工の支援は，国土交通省九州地

方整備局九州技術事務所と「災害時における無人化施工の現場マ

ネジメントに関する基本協定」の締結した企業のうち，表 1 に示

す 3 社で対応を行った。なお，表１中の人数は常時の人数で，機

械・計器類のセッティング時・撤去時には更に多くの人数を投入

している。当該災害における無人化施工の支援は，①無人化施工

ができる機械・装置及び無線・映像等の物理的環境整備，②無人

化施工機械の操作方法指導等の人的環境整備及び③無人化施工の

実施の円滑化であった。 

なお，国土交通省が対応する災害復旧の作業時間は 8：00～

24：00 とされ，オペレータは日中/夜間の 2 交代制であった。ま

た，無人化施工はフルタイム実施するものではなく，降雨中や降

雨後等を含む危険な条件下のみを対象とした。当初は直接目視方

式のみが対象であったが，操作室が確保できた（写真 3 参照）こ

とを踏まえ，モニター方式も実施するものとした。 

３．当該現場における無人化施工状況と課題 
初動時の無人化施工状況調査を 4/13～4/15 に実施した。この

調査期間中，天候が異なることもあり，無人化施工の実施意味が

異なっている。表 2 に無人化施工実施理由を示すが，この 3 日間

は，通常，無人化施工の実施が想定される(1)導入時（作業訓

練），(2)災害リスク向上時，(3)災害リスク低下後の安全確認時

の 3ケースに該当している。  

図 1 に調査期間中の無人化施工機械の稼動状況とその総括を表

3 に示す。１日あたりの機械及び作業員の拘束時間は 9 時間～

15.3 時間（平均約 12 時間）であったが，稼働時間は，通常時

13.8 時間，降雨中および降雨後 4.8 時間であった。拘束時間に対

する稼働時間の比率は，通常時で約 90%，降雨中・降雨後で 40～

50%程度であった。 

実際に無人化施工を実施した時間は，通常時（無人-訓練）は

1.5 時間，降雨中・降雨後 0.8～2.1 時間で，拘束時間に対する無

人化施工時間の比率は，通常時（無人-訓練）で約 10%，降雨中・

降雨後で 10～20%程度であった。この結果より，災害現場におい 

 
写真 1 災害現場状況 

表 1 支援体制 

企業区分 人数 主な支援内容

㈱熊谷組 2名 無人化施工の指導

㈱フジタ 2名 ロボＱ指導/無線・映像システム

東亜コンサルタント㈱ 1名
初動時に現場状況把握/
　　　　　　　　　課題の整理・対応  

 
写真 2 指導状況（モニター方式） 

 
写真 3 簡易操作室 

表 2 無人化施工実施理由 

区分 無人化施工実施理由

4月13日
通常時

（晴天時）
無人化施工（モニター方式）実践訓練のため
（条件のよい状況で無人化施工を経験させる）

4月14日 降雨中
降雨により，崩壊等の災害発生リスクが高まったた
め，作業員を現場内に投入できないため

4月15日
降雨後
（晴天）

降雨後に崩壊・落石対象に変化が認めら，重機の
稼動による崩壊・落石の発生が懸念されたため。
有人作業実施の安全性確認の意味の有り。  

指導員 

指導対象者 

(ｵﾍﾟﾚｰﾀ) 

指導対象者 

(ｵﾍﾟﾚｰﾀ) 

指導対象者 

(ｵﾍﾟﾚｰﾀ) 
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て，無人化施工機械を導入し，危険な条件のみ無人化施工を

行うとした場合，無人化施工は 1 日のうち 20%程度以下と推定

することが現実的と考えられる。 

ただし，降雨中・降雨後（4/14 及び 4/15）の待機時間が長

いことから，無人化施工の早期投入の判断ができれば，無人

化施工時間の延長・1 日あたりの実施比率が向上すると考えら

れる。 

施工状況調査に基づく無人化施工実施時の主な留意点・課

題等をまとめるとともに，今後の無人化施工の円滑化に向け

ての方向性を以下にまとめる。 

1)当該災害における無人化施工は，当初，直接目視方式のみ

を想定していたが，無人化施工支援者が移動操作室を調達し

たことから，モニター方式の導入が可能となった。その結果

危険箇所から離れた場所からの遠隔操作が可能となり，安全

度が向上するとともに無人化施工実施可能環境が拡大した。

このことから，無人化施工の円滑かつ効率的な実施のため移

動操作室の開発・所有が必要である。 

2)モニター方式の導入が追加実施であったこともあり固定カ

メラの配置が制約され，十分な映像確保が困難であった。無

人化施工におけるカメラ配置は重要であり，直角 2 方向での 2

台の固定カメラの配置やロボＱＳ等の無人化施工機械装着型

の移動カメラ設備の開発・所有・配置で対応することが必要

である（図 2参照）。 

3)無人化施工支援者（無人化施工指導員(機械配置，操作等を

含む)，映像関係担当者）による支援で，円滑な無人化施工が

実践できる。なお，災害復旧現場などへの無人化施工の導入

には，支援体制の確保・確立を前提とする。 

4)無人化施工実施条件や無人化施工開始及び終了の基準が不

明確であった。図 3 に一案を示すが，無人化施工実施基準の

明確化を図ることが必要である。併せて，無人化施工開始判

断の目安となる危険現象及び監視体制の強化する必要がある。 

5)災害協定企業などによる施工支援者が無人化施工の習得の

ために，時間を要するようであった。支援者の確保が困難または不在の場合においても無人化施工が円滑化が図れ

るように，操作手順やノウハウをまとめた「（仮称）無人化施工作業要領」等を作成する必要がある。 

４．まとめ 
本報では，中津市耶馬渓町の山地崩壊現場における無人化施工の導入事例により，無人化施工実施時間は実稼働

時間の 20%以下であることが確認された。また，円滑な無人化施工の導入には，移動操作室，無人化施工機械装着
型の移動カメラ等の資機材の確保，カメラ配置を含めた支援体制の確立，無人化施工の開始・終了の目安・基準及
び操作手順・ノウハウ等の基準・要領等作成が必要であることも確認できた。今後も災害現場において，円滑に無
人化施工を導入し，一日も早い復旧・復興を，安全に実現するために努力していく所存である。 
【参考文献】 
1)堤宏徳，光益慎也，平野礼，中濃耕司，森茂紀；「無人化施工の普及のための遠隔操縦式バックホウ操作訓練に
ついて｣(平成 29年度砂防学会研究発表会概要集,pp228-229) 
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図 1 無人化施工機械の稼動状況 

表 3 無人化施工機械稼動状況総括 

15:20 13:50 1:30 10:00 1:30 5:20

－ 90.2% 9.8% 65.2% 9.8% 34.8%
9:00 4:50 4:10 4:00 0:50 0:50
－ 53.7% 27.2% 26.1% 5.4% 5.4%

12:20 4:50 7:30 1:30 2:10 3:20
－ 39.2% 48.9% 9.8% 14.1% 21.7%

12:13 7:50 4:23 5:10 1:30 3:10

－ 64.1% 35.9% 42.3% 12.3% 25.9%

4/14
降雨中

※）②稼働時間：⑤有人作業時間＋⑨無人化関連時間，③待機時間：①-②， ⑨無人

化関連時間：無人化施工準備時間＋無人化施工訓練時間＋無人化施工時間

※）下段は①拘束時間に対する比率

平均

4/15
降雨後

4/13
通常時

⑤有人

作業時間

⑦無人化

施工時間

⑨無人化

関連時間

①拘束
時間

②稼働
時間

③待機
時間

 

 
図 2 無人化施工実施判断フロー(案) 
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図 3 無人化施工実施判断フロー(案) 
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