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1.はじめに
現在、全国 44 の火山で火山噴火緊急減災対策砂防

計画が策定あるいは検討されており、緊急ハード対策
については施工計画などより具体的かつ現実的な対
策を検討する段階に入っている。火山噴火時には火山
周辺への立ち入りが規制されるため、規制が予想され
る区域内での緊急減災対策工事等に際しては、無人化
施工の活用が期待されている。 
しかしながら、現在の情報通信技術でも無人化施工

による工事には機器性能等による制約がある。一方、
火山地域においては、火山噴火時には影響が広範囲に
及ぶこと、それに伴い比較的広範囲にわたる立入規制
の実施等が想定されるなど、特徴的な自然・社会条件
もあるため、実際の諸条件に照らすと無人化施工の適
用が困難な場合がある。 
そこで、本研究では、現在の技術で無人化施工によ

る工事を実施する場合の機器配置と要件について整
理するとともに、無人化施工計画の検討事例を基にそ
の課題を抽出し、火山地域において無人化施工の適用
する場合の考え方や留意点についてとりまとめた。 

2.無人化施工の種類と火山噴火時における適用事例
無人化施工の方式は大きくは 2 種類に分類される。

一つは、直接目視による無人化施工で、無人化重機を
目視主体で操作する方式であり、崩壊跡地や河道内な
ど土砂移動による影響範囲が限定的であるなど、施工
箇所近傍でオペレータの安全が確保可能な場合に適
用される。もう一つは、映像伝送システムを用いた無
人化施工で、オペレータが車載カメラ映像や外部カメ
ラによる無人化重機の映像をモニターで見ながら遠
隔操作する方式であり、土砂移動による影響範囲の特
定が困難な場合や広域に及ぶ場合などに適用される。
緊急減災対策工事に際しては、噴火による影響範囲が
広域に及びかつその予測が困難であることから、後者
の方式のうち、特に施工現場から遠く離れた場所に操
作室を設置し、目視ができない条件下で無人重機を稼
動させる無人化施工方式（以下、便宜的に「長距離無
人化施工」とする）の採用が想定される。
過去の火山噴火災害において、無人化施工が採用さ

れたのは、雲仙普賢岳（1990 年）、有珠山（2000 年）、
三宅島（2001 年）、御嶽山（2016 年）である。このう
ち有珠山では、高出力の建設無線装置（特例措置）を
用いることによって、操作室から約 1.2 ㎞離れた現場
での無人化施工を実現した。一方、 近の事例である
御嶽山においては、新規工事用道路敷設等は有人施工
で行い、コンクリートブロック堰堤のブロック据付に
際して直接目視による無人化施工が実施された。

長距離無人化施工による施工事例はほとんどなく、
火山噴火時における適用としては有珠山の事例が直
近である。また火山噴火災害における無人化施工の適
用事例はあるが、いずれも噴火発生後の復旧を主体と
した工事であり、噴火前の緊急減災対策工事として無
人化施工が適用された事例は未だないのが現状であ
る。

3.長距離無人化施工による最新施工事例と機器構成
火山地域における長距離無人化施工の事例として

は有珠山の事例があるが、20 年が経過している。そこ
で、 新の長距離無人化施工の事例として、2016 年
熊本地震による阿蘇大橋の崩落現場における復旧工
事の事例を基に、現在の情報通信技術により長距離無
人化施工を実施する場合の機器配置とその要件を整
理した。整理に際しては、同工事を実施した株式会社
熊谷組より情報提供いただいた。
 基本的な構成は、操作室、通信設備（光ケーブル）、
無線中継局、監視カメラ、無人化重機とそれらの基盤
となる電源設備である（図 1、表 1）。通信技術の発達
により、光ケーブルの一部を高速無線通信で代替する
ことや、GNSS 等よる操作補助や出来高管理等の ICT
施工により施工効率の向上なども別途図られている。 
一方で、重機の給油や整備・点検については、1 日

に 1 回程度の頻度で、有人作業で行わなければならな
い。そのため、モータープールは立入規制範囲外に設
置する必要があり、また実施工においては、モーター
プールから施工現場までの無人化重機の移動（往復）
が必要となる。したがって、モータープールから施工
現場までの移動距離ないしはその所要時間が、施工効
率に大きく関与することとなる。

図 1 機器配置のイメージ図 

表 1 配置機器等の概要と要件 
機器名称 概要 要件・仕様

操作室 重機や監視カメラを操作するため部
〇監視カメラ映像を表⽰するディスプレイ及び遠隔コントロー
ル設備を設置するスペースがある
〇作業員の安全が確保できる

通信設備
操作室内の遠隔コントロール設
備と現場の無線中継設備間の
ネットワーク設備

〇既設の光ケーブルが存在する場合はそれを最⼤限活⽤
する
〇断線の恐れのある個所などでは、⾼速無線による中継も
考えられる

電源設備
通信設備、無線中継設備、監
視カメラ設備等を稼動させるため
の電源

〇既設商⽤電源が存在する場合はそれを最⼤限活⽤する
〇商⽤電源が敷設できない場合は、発電機等の独⽴電
源で運⽤する

モータープール 無⼈化重機の給油・整備及び
駐機をするためのスペース

〇給油・整備は有⼈作業のため、⽴⼊規制範囲外にある
〇平坦な地形で、無⼈化重機のすれ違いができる程度のス
ペースがある
〇施⼯ヤードから近い（500m以内が望ましい）

無線中継設備 建設機械と通信設備との間を無
線回線で中継するための設備

〇施⼯範囲（モータプール、アクセスルート含む）を無線エ
リアにできる
（無線通信可能距離は⾒通しで300ｍ程度）
〇固定の無線中継設備が設置できない場合には、無線中
継⾞で補完する

監視カメラ設備
建設機械の操作補助として、無
⼈化施⼯箇所やアクセスルート
に設置するカメラ

〇旋回・ズーム（場合により広⾓映像撮影）が可能である
〇施⼯範囲全体を監視できる
〇操作が⾏いにくい箇所（アクセスルートのカーブ部等）を
監視できる
〇固定カメラが設置できない場合には、移動カメラ⾞を配置
する

無⼈化重機 無⼈化施⼯をするための重機

〇対象とする⼯種・⼯法を実施するために必要な機能を有
する
〇無線回線で接続し、映像、重機操作等のデータを伝送
するための設備を有する
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4.火山地域における長距離無人化施工の懸念点
前述のように、長距離無人化施工の機器配置に際し

ては、有人・無人の施工境界と対策箇所の位置関係が
重要となる。火山地域における有人・無人の施工境界
としては、気象庁による噴火警戒レベルに基づく火口
周辺の規制、火山防災協議会による火山防災計画等に
基づく避難勧告/指示区域の境界及び通行規制、災害
対策基本法に基づく警戒区域などが想定され、火山噴
火時には数～十数㎞などの広範囲に規制が設定され
る可能性がある。一方、長距離無人化施工における無
人化重機の移動に要する時間は、カーブなど操作の難
しい箇所の有無にもよるが、500m ほどの移動に 30〜
1 時間を要したとされる。さらに、その移動経路を網
羅する無線中継設備の整備と維持も必要となる。した
がって、有人施工として計画していた緊急減災対策工
事を無人化施工で実施する方針とした場合、モーター
プールを立入規制範囲外に設定することを考慮する
と対策箇所までの移動距離・時間・準備が膨大となり、
施工効率が大きく低下する、あるいは現場での施工時
間がなくなり施工困難となる場合が多い。

例えば、岐阜県と長野県の県境に位置する焼岳では、
山体直近の保全対象の下流約 15 ㎞の地点で通行規制
が計画されている。緊急ハード対策は保全対象の周辺
で計画されているため、対策箇所までの移動が困難で
ある。また、桜島のような島嶼火山では全島避難の可
能性があり、また島内の移動経路も周回道路が主とな
るため、重機の上陸方法と移動が課題となる。

以上のように、火山地域における長距離無人化施工
では、モータープールから施工現場までの重機の移動
がボトルネックとなり、移動距離が長大となる箇所で
の適用は困難である。これまで、一般的な無人化施工
の適用場面は、崩壊跡地やがけ崩れの恐れのある箇所
など、危険の区域が限定的な箇所が主であったが、火
山地域ではそれに限るものではなく、現在の技術でも
普遍的に長距離無人化施工が適用できるものではな
いことに留意が必要である。

5.無人化施工を想定した緊急ハード対策
前述のように、有人施工を想定した緊急対策工事を

無人化施工で代替することは困難を伴う場合が多い。
しかしながら、住民の避難後等で有人施工が困難とな
った場合でも、無人化施工による可能な限りの対策や
重要施設を保全するための対策などの実施が求めら
れる場合があると考えられる。

そこで、火山地域における無人化施工については、
有人施工による緊急対策とは別に、無人化施工を想定
した緊急ハード対策を検討しておくことが重要と考
える。無人化施工による緊急ハード対策の検討に際し
ては、先の無人化施工の機器配置を基本として考える
と、機器等の配置条件及び想定される立入規制範囲か
ら、緊急ハード対策が可能な箇所を抽出するという手
法が有効と考えられる（図 2）。規制範囲の想定からモ
ータープールの位置を 初に仮定し、そこから移動可
能な範囲（ここでは、有珠山の実績を考慮して 1 ㎞と
仮定した）での対策を検討することで、実現性の高い
計画となると考える。ただし、規制範囲は火山活動状
況により時間変化すること、無線機器等の設置は有人
作業となるため事前の準備が必要であること、対策箇
所等については土地利用者との協議・調整が必要であ
ることなどに留意した検討が必要である。

図 2 無人化施工を想定した緊急ハード対策の考え方 

6.総括
火山噴火緊急減災対策砂防計画における緊急減災

対策工事等においては、工事従事者の安全確保の観点
から無人化施工が有効と考えられるが、火山噴火に伴
う影響（立入規制）範囲の広さと、無人化施工の現在
の技術的限界や重機の移動に伴う施工効率の低下を
考慮すると、有人施工として計画していた対策工事を
無人化施工により実施することは困難である場合が
ある。また、同様に、噴火の拡大に伴い有人施工から
無人化施工に切り替えるような対策計画は、適用でき
る箇所が限定的となる。 
 そのため、火山地域において無人化施工を適用する
場合には、有人施工の代替手段としてではなく、予め
無人化施工を想定した対策及び施工計画を検討する
ことが不可欠と考える。さらには、無人化施工による
対策計画を念頭に置いた有人施工計画を検討するこ
とも有効と考えられる。また、無人化施工は基本的に
は住民の避難後に適用されることが想定されるため、
避難計画を踏まえた配置計画や機器整備等の準備の
タイミングも併せて検討することが好ましい。
一方で、上記のボトルネックは、モータープールか

ら施工ヤード間の無人化重機の移動に要する機器の
配置・維持管理と移動時間である。これらが改善され
れば無人化施工の適用範囲は大きく広がると考えら
れることから、無人化重機の移動補助機能や遠隔給油
などの技術開発が望まれる。 
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（1）モータープールの位置設定
想定される⽴⼊規制の区域外（規制境界の近傍が好ましい）

で、緊急時に無⼈化重機のすれ違いができる程度の⾯積のある平坦
地の確保が可能な箇所を選定する。 

（2）対策可能箇所の抽出
モータープールからの距離が 1 ㎞程度の範囲内で、⼟砂移動による

影響が想定され、かつ緊急ハード対策が可能な⼟地利⽤条件（公
園、河川敷、道路、空き地など）の箇所を抽出する。 

（3）移動経路の確認
モータープールから対策箇所までの経路を設定し、無⼈化重機の移

動が可能であることを確認する。移動が不可と判断される場合には、
当該の対策箇所は不適と判断する。 

（4）対策⼯種・⼯法の設定
無⼈化施⼯で実施可能な⼯種・⼯法（掘削、盛⼟、コンクリート

ブロック積堰堤⼯、導流堤等）から、対策候補箇所において実施する
対策の⼯種・⼯法を設定する。 

（5）機器配置計画の検討
表 1 の機器配置要件に基づき、無線中継設備や監視カメラ設備

等の配置を検討する。要件を満たせない場合には、当該の対策箇所
は不適と判断する。 
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