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1.  はじめに 
 

現在，マスコミ等で報道されているように福島第一

原子力発電所では，無人化施工にて瓦礫撤去作業等が

実施されている。 

当社の無人化施工は，1994 年の雲仙普賢岳の噴火災

害復旧工事から開始された。この災害復旧工事では，

当時の建設省による「試験フィールド制度」により民

間公募が採用され，以下の条件が求められた。 

 

1.100ｍ以上の遠隔操作 

2.一時的な温度 100℃・湿度 100％の環境下での作業 

3.直径 2～3ｍ程度の礫の破砕 

  

無人化施工は，建設機械を操作する無線操縦システ

ムと，作業に必要な現場周辺の画像を伝送する画像伝

送システムの２つを組み合わせて，安全な場所から遠

隔操作を行う事である。当時は，どちらのシステムも

確立された技術ではなかったため，雲仙普賢岳の復旧

と共に様々な技術を考案し，問題を解決しながら，無

人化施工技術として確立してきた。 

無人化施工では，建設機械の作業状況をモニター画

像を見ながら遠隔操作を行うため，オペレーターは現

場周りの微妙な状況を直接五感で感じながら操作する

事が出来ない。したがって，オペレーターの技量によ

って作業の出来が大きく異なることもあるため，緊急

な現場や，複雑な操作を必要とする状況には対応が困

難といった問題もある。 

その様な場合，建設機械が自律的に状況を判断して

作業する事ができるような高度なロボット技術が要望

される。主な作業は自律で行い人間は作業状況を監視

する。対応不能な状況になった時，触覚・感覚が把握

できるバイラテラル制御による遠隔操作で対応する事

ができる機械があれば無人化施工の活用できる場面が

更に広がるものと期待できる。 

 そのための技術紹介として，無人化施工の状況と自

律機械の研究に関して報告する。 

2.  無人化施工 
 

2.1 無人化施工の導入 

 当社初の無人化施工である雲仙普賢岳噴火災害復旧

工事に適用できた機械は，複雑で大型化した制御装置

を搭載できる大型機械が主であった。油圧ショベルで

いえば 1.0ｍ3～4.0ｍ3クラスといった大型機種であり，
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表-1 当社の無人化施工の実績 
Table 1  The results of our construction 



大成建設技術センター報 第 44 号(2011) 

19-2

 

雲仙普賢岳噴火災害復旧工事で使用していない時は，

遠隔無線装置を取外して通常の有人施工機械として使

用することが定番となっていた。 

 

また，当時の試験フィールド制度による施工条件に，

「100ｍ以上の遠隔操作」が含まれていたため，遠く離

れた場所から現場の状況を見るための画像設備が必要

となった。これまでは，目視できる範囲での遠隔操作

が主流であったため，現場の情報をどのように工夫し

て取得するか，またその情報をどうやって伝送するか

が課題となった。 

 施工現場の画像情報の取得方法として以下のカメラ

画像を検討した。 

 

1.現場全体を見渡せる位置に固定して使う「固定カメ

ラ」 

2.移動用機械にカメラを搭載して機械の近くに移動し

て撮影する「移動カメラ」 

3.建設機械の運転席に搭載して，オペレーターと同じ

目線で見ることができる「車載カメラ」 

 

これらのカメラ画像信号伝送用として旧電波法での

微弱無線（現在は電波法が改訂され使用できない）を

使用して，オペレーターのいる遠隔操作室まで画像伝

送した。旧微弱無線は，免許申請の必要が無く無指向

性であったため，任意の場所に移動してもアンテナの

向きを変えずに済むため，作業する重機の搭載カメラ

画像として使い勝手が良いものであった。しかし，画

像伝送範囲は重機の無線操縦範囲と同程度であった。 

なお，遠隔操作室は，当時の雲仙普賢岳が未だ土石

流等の自然災害等の懸念が有ったため，非常時に安全

な場所へ迅速に避難できるように，車両の荷台等に操

作室を積載する「移動式操作室」という仕様が一般的

であった。 

 

 当時，作業に従事したオペレーターは全員経験年数

１０年以上のベテランであったが，モニターを見なが

ら遠隔操作をする事に試行錯誤し，無線機等も電波の

混信・無線機等の振動破損等の様々なトラブルを克服

して試験フィールド工事を成功させている。これら雲

仙普賢岳の試験フィールド施工において行った「遠隔

操作式機械を，移動式操作室から固定・移動・車載カ

メラで支援しながら操縦する」という形は，現在に至

るまで大きく変わることなく無人化施工の基本形とな

っている。（図-2） 

 

2.2 雲仙普賢岳における無人化施工での開発 

 当時の建設業では一般的でなかった GPS が，無人化

施工の施工管理に有効であることが，試験フィールド

で実証された。人工衛星から得られるデータを，建設

機械に取り付けたアンテナで受信して，施工位置の確

認や地盤高さの精度を確認できる測位技術として利用

できる事を確認した。その後，ＲＣＣ砂防ダム構築物

の施工管理手段として，コンクリート敷均し高さ，敷

き均し範囲，転圧回数等の管理ができるシステムを開

発している。（図-3）現在では，これらのシステムは無

人化施工だけでなく土工・道路工等にも適用し，施工

の効率化・高度化による生産性向上に寄与する情報通

信技術（ICT）として普及し始めている。 

図-1 雲仙普賢岳無人化施工 
Fig.1  Unmanned construction system of Mt. Unzen

図-2 移動式操作室 
Fig.2  Operation room it is mobile 

図-3 ＧＰＳ利用の施工管理システム 
Fig.3  Construction system using GPS 



大成建設技術センター報 第 44 号(2011) 

19-3

 

また，無人化施工で使用する無線機・電波（表-2）

は技術基準適合証明を受けたもので，免許申請等が不

要で，一般的に入手可能な機器および周波数帯を利用

していた。しかし，電波法が改訂された 1996 年からは

試験フィールド工事以来使用してきた微弱電波による

画像伝送が法律で不可能となったため，旧微弱電波に

替わる画像伝送装置として，免許申請が必要な簡易無

線（以下，商品名パソリンクと記す：図-4）を使用す

るようになった。 

 

パソリンクは，アナロ

グのマイクロ波による広

帯域無線機で，指向性が

強く長距離伝送可能であ

り，一般に画像や音声な

どを多重化した信号の中

継用無線機器として開発

されたものである。現在

では超小型マイクロ波通信システムとして海外向けに

広く使われている。 

 指向性が強いパソリンクを油圧ショベル等の車載カ

メラ用（運転席からの視点映像）として利用すると，

伝送距離は問題がないが，移動や旋回の度に重機側ア

ンテナを基地側のアンテナに向けなくてはならない。

そこでジャイロを搭載した旋回台にパソリンクを搭載

し，建設機械が移動・旋回しても常に基地側アンテナ

に自動旋回する装置を開発した。 

これにより機械の移動・旋回に関わらず，常に一定

方向にアンテナが向くようになるため，指向性の強い

簡易無線を使用することができた。その後，無指向性

のアンテナが開発される等の改良があったが，この簡

易無線機や自動旋回台は精巧な作りであったため，耐

振性・耐衝撃性の面で試行錯誤しながら使用していた。 

1999 年には，これまで特定小電力無線（約 100ｍ）

の伝送範囲が遠隔操作の限界だったが，簡易無線の中

継局を用いることで，遥かに上回る超遠隔操作

（2km）が可能になった。(図-5)合わせて複数台の重機  

 

制御信号を簡易無線で多重化し中継局に伝送すること

で，中継局付近の複数台の重機を同時に画像監視しな

がら遠隔操作することが可能になった。(図-6) 

2006 年頃から，主要部分の災害復旧が完了し，初期

に比べると工事の規模が中～小規模化していった。時

代の流れで，総合評価方式による入札方式が主流にな

り「技術提案」が付加されるようになった。これによ

り 1.コンクリート打設面清掃，2.コンクリート養生散

水，3.平板載荷試験，4.無人測量・墨出，5.整形はつり

といったこれまで遠隔作業の対象外であった作業や，

緑化や植樹といった付帯作業も遠隔操作する事が条件

となった。よって，既存の機械にアタッチメントや装

置を搭載する等の改良・開発を行って，様々な作業を

遠隔操作化してきた。 

使用重機類は，かつての一般仕様重機を改造して無

線機を搭載するものから，標準的に無線機を搭載した

遠隔操作仕様の機械が大型だけでなく中型・小型の油

圧ショベルを中心に出回るようになり，従前のような

機械操縦関係のトラブルが減少したように考えられる。

その結果，遠隔操作化が進み砂防ダム構築作業におい

ては，RI 測定等の品質管理作業・コンクリート打設後

のコアボーリング採取作業以外の遠隔操作が可能とな

った。 

図-5 重機制御の電波 
Fig.5  Radio wave of the machine control 

図-6 画像伝送の電波 
Fig.6 Radio wave of the image transmission 

 

表-2 使用電波の種類 

Table 2  Kind of the use radio wave 

図-4 パソリンク 
Fig.4  Pasolink Radio 
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なお，先に述べた自動旋回台に替わるシステムとし

て，デジタル式の画像伝送装置が出始め，雲仙でも実

験的に使用するようになった。しかし，従来のアナロ

グ式と異なり，デジタル処理に時間を要するため画像

伝送に「遅延」が発生したため，当初は本格的な採用

には至らなかった。しかし，このデジタル式の画像伝

送装置は無指向性であり，破損し易い簡易無線機＋自

動旋回台よりも取り扱い易かったため，遅延の無い映

像のリアルタイム処理が望まれた。 

 

2.3 現在の無人化施工現状 

 近年では，試験フィールド施工当時の無線機には存

在しなかった無線 LAN（IEEE802.11b/g 等）や，無指

向性で遅延が少なく，300m 程度の伝送能力を持つ車載

用のデジタル画像伝送装置が使用されるようになり，

当初より，進化した無線機器を使用する事ができるよ

うになっている。また，技術提案では，特定小電力無

線電波の干渉回避対策といった高度な技術提案が要求

され，無線 LAN 技術を使用したシステム構築の必要性

が求められている。この無線 LAN システムを利用して

多重化した信号を利用することで，複数台の重機コン

トロールと，複数台の搭載カメラ映像を伝送するシス

テムの構築が可能となる。 

これにより，現場で使用できる電波が増加するため，

電波を効率よく利用することができ，電波干渉の防止

の一助となる。更に，無線 LAN と長距離通信技術

（L=数十 km）を組み合わせたシステムを構築するこ

とにより，先日起きた東日本大震災による福島第一原

子力発電所の災害のように広範囲が警戒区域になった

場合に，復旧作業を警戒区域外から超長距離遠隔操作

することにも適用する事が期待される。 

 

3.  自律式機械の研究 
 

3.1 自律化研究概要と目標 

現在主に産業用に使用されているロボットは，特定

の作業を決められた通りに動作する自動化機械である。

この様なロボットは予め設定されたパターン作業を実

行する能力しか持っておらず，また移動もしない。建

設機械にあてはめてみると，ワークが固定でロボット

が移動し，作業パターンもその都度変わる。このよう

な状況で，作業に合わせて動作パターンをその都度組

み変える方法は実質不可能である。 

そこで，電波が届くまでに時間がかかり遠隔操作が

不可能な火星探査機などに採用されているような自律

型移動ロボットの研究を行うこととなった。（注：研究

開始時点ではまだボイジャーは火星に届いていない） 

建設作業の自動化を図る上では建設機械自身が事態

に対応して自己判断・制御できることが必要である。

このような課題を解決するアプローチの一つとして建

設機械の自律化に関する研究に着手した。 

 理想的には人間による直接操作を全く介することな

く建設機械自らが判断して移動・作業を行う未来的な

ロボットを目指す研究である。その様なロボットが経

済的に開発できれば人間の操作を必要としない無人で

働く建設機械ができることになる。社会に与える影響

も大きく多大な効果が期待できるものと考えられる。

また，このようなロボットは作業効率を向上させ，さ

らに人間が近づけないような危険作業を代行させるこ

とができる。すなわち生産性を向上させかつ危険な場

所での作業を行うことができる自動化機械である。自

律化の研究として３ｔｏｎ級トラクターショベルを自

律化した研究内容について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 位置・姿勢の検知 

 自律化を進める上で，機械の位置および姿勢を知る

ことは今何処にいて次に何をするかを判断する上で重

要な情報である。位置を把握する手段として GPS があ

るが，GPS の電波を受信する事のできない環境や状況

でも自ら位置検知できる慣性航法（INS）による測位技

術を選択した。 

 慣性航法は，移動体本体のジャイロ・加速度計・時

計等から得たデータを元に現在位置を計算し，目標へ

自己誘導を行う方法である。 

慣性航法の原理は，走行スタート点（X0，Y0）から

出発して走行点２（X2，Y2）に至る過程を慣性航法で

求める場合，スタート点から点１へ向かう速度ベクト

ルＵと，この間の移動に要する移動時間との積（距離

＝速度＊時間）から点１の座標（X1，Y1）を求め、さ

図-7 自律式のトラクターショベル 
Fig.7 The tractor shovel which I used for an autonomy experiment
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らに点１から点２へは求めた（X1，Y1）を初期値とし

て同様に速度ベクトルＶと移動時間の積で座標値（X2，

Y2）が求めることで経路が算出できる。 

 このように，慣性航法における位置・姿勢の検知は

外部からの位置情報を受信することなく，機械自ら位

置と姿勢を把握できる特徴をもっている。しかも姿勢

の把握ができることで機械が現在どの方向を向いてい

て，次に左右どちらにどの程度旋回すれば良いかを知

る有力な情報としても活用できる。しかし慣性航法に

は時間とともに位置精度が劣化するという欠点がある。 

 時間とともに位置精度が劣化する課題の対応として

慣性航法の座標補正方法を考案した。既知の基準点と

して定位置に設置したマーカポールをトラクターショ

ベル搭載の前方探査センサー（レーダー探査）で計測

することで慣性座標の補正を行なった。砂山後方に２

本のマーカポールが設置されている。この２本のポー

ルをレーダー探査してローカル座標を求めマーカポー

ルの既知座標から絶対座標を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各マーカポールの設置絶対座標  11 yx および

 22 yx とする。またこの２本のポールの絶対座標系

に対する方位角を Hp とする。 

 マーカポールをレーダー探査から観察した座標（ロ

ーカル座標系）を  11 lylx および  22 lylx とする。

だだしレーダー探査装置を原点座標とする。 

 計測座標より各ポールまでの距離を L1 および L2 と

する。 

 

   
   

L x x y y

L x x y y

1

2

2
1 0

2

1 0

2

2
2 0

2

2 0

2

   
   






 

 

  より慣性座標補正値  00 yx  を求める。 

 方位角補正値 Hh は以下の式により求められる。 

   

  Hh Hp
ly ly

lx lx
 










 


tan

1 2 1

2 1

90  

 

 以上の修正方法はマーカポールの設置位置および大

きさ，計測位置および計測精度の関係で補正精度は変

化する。 

 慣性航法の座標補正は±３０cm，方位角の補正は±

１°の精度を得ることができた。 

 

3.3 自律化のアルゴリズム 

 自律化したトラクターショベルで砂山まで自律走行

し慣性航法の誤差を修正した後，砂山形状を把握し砂

山の荷取りのためのコースを算出，荷取りした砂を探

査したダンプトラックに荷積みし，所定の位置まで戻

る，という一連の作業を自律で行う。 

そのための自律化システムの全体構成を以下に示す。 

図-10 自律システムの構成 
Fig.10 Constitution of the system which became autonomy 
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図-8 慣性航法の原理 
Fig.8 Principle of the inertial navigation 

図-9 マーカポールによる慣性座標補正 
Fig.9 Revision of the inertial coordinate with the marker pole

(lx1,ly1) 

(lx2,ly2) 
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通信ＳＴＤ：外部との通信および各サブシステムへの

内部通信を制御する。 

制御ＳＴＤ：トラクターショベルの操作部（アクセル，

シフト等）を指示値通りに制御する。 

監視 ＰＣ：トラクターショベルの動作状況をモニタ

ー制御する。 

慣性 ＰＣ：慣性航法によるナビゲーションと座標処

理を制御する。 

レーダーＰＣ：前方をレーザスキャナーで形状探査お

よび障害物の検出を制御する。 

ＳＨＵＢ ：各サブシステムの処理データの共有化を

制御する。 

 走行制御は計画した走行ルートをスプライン関数で

作成し，その走行ルートの各節点を直線走行させる事

で自由なルート設定を可能にした。 

実際の走行ではトラクターショベルが計画された各

節点の直線上を走行する保障はない。そこで節点３点

（直線２線）で構成する 小単位ルートを繰り返し走

行制御する事で自律走行を実現した。 

 

 操作概念は図-11 に示すように， 小計画走行路線①

②③が決定されていると仮定して，現在の走行位置を

Ｐ，進行方向角をθj とする。点Ｐを線分①②上に投影

した点をＰＬとして進行角がθj でそのまま進行した場

合，点Ｐの投影点ＰＬが点②を通過するときの点Ｐの

予想点をＰ'とする。線分ＬＨは計画線①②からの離れ

量を表す。線分Ｌ１は現在位置から目標点②までの直

線距離を表す。点Ｐは目標点②に向かうのにはθ１左

旋回してＬ１進むことで点②を通過できる。しかし点

②を通過しないで点③に向かうのには現在の状態で進

み点ＰＬが点②を通過した時点でθ２だけ右旋回しＬ

２だけ進めばよいことになる。 

 これらのことから走行制御を行う場合，計画走行路

線①②線上を走行中のトラクターショベルは線分①②

の離れおよび到達目標点②までの距離Ｌ１と旋回角θ

１の情報を確保すればよいことになる。 

また計画走行路線を更新するには，点Ｐの投影点Ｐ

Ｌが点②に重なったときに現在走行中の路線①②から

路線②③に切り替え，新たな点④を追加して同様の処

理を行えばよい。このような操作方法により，計画走

行線からの離れ量の許容値を設定することで走行路線

をある範囲以内で走行させることが可能となる。 

また，走行時前方に障害物を検知した場合，前記の

走行操作方法に関係なく独自に障害物を回避するよう

に迂回動作を実行する。障害物迂回後はまたもとの計

画走行線に戻る。 

走行速度は，計画走行線との離れ量や次の目標点ま

での距離などの情報から判断し，アクセル開度やシフ

トを自動コントロールさせている。 

 荷積みエリアに入り探査レーダーによって，前方の

障害物の有無，砂山の形状把握および荷取り時進入点

座標の算出，荷積みダンプの把握と荷済み位置の算出

を行う。図-12 に荷積みダンプの把握と，砂山探査を行

いＸＹ平面のコンター図に変換し，点Ｐ（砂山頂点）

および点Ａ（荷取り進入点）の座標を抽出した様子を

示す。 

 

 また探査レーダーで取得したデータはトラクターシ

ョベルに搭載されているので，建設機械のピッチング

およびローリングの影響を補正し正規の座標位置を再

計算する必要がある。 

 

3.4 自己判断機能の研究 

 走行ルート上に障害物がある荷積み作業を自律作業

で実施し，自己判断アルゴリズムの確認を行った。 

 自律式トラクターショベルはルート上の障害物を自

らの判断して迂回ルートを作成して，砂山まで近づき

荷取り用のバケットが空である事を油圧センサーで確

認すると同時に，砂山後方に設置されているマーカポ

ールの位置をレーダー探査で計測する。そして自ら慣

 

図-11 自律走行の概念 
Fig.11 Concept of the autonomy run 

図-12 前方探査のイメージ 
Fig.12  Image of the front exploration 
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性航法による誤差修正を実施し座標および方位角を補

正する。 

 

 測定された砂山の形状から，砂の荷取りルートを自

ら作成し砂の荷取り作業を自ら実行する。荷取り作業

中にダンプトラックとの通信によって位置確認を行う。

荷取り完了後に，ダンプトラック荷台方向に移動し，

レーダー探査を行いダンプの荷積み位置と荷積みルー

トの計算を行い荷積み作業を自ら行う。あとは帰還位

置へのルート作成を行い，所定位置で停止する。 

これらの一連の作業を実証し，第一段階であるトラ

クターショベルの自律走行および自律作業に関して研

究成果目標が達成できたと考えている。 

 

4.  おわりに 
 

 雲仙普賢岳復旧当初に比べると無人化が進み，作業

員が危険な場所に立入らなくても，様々な作業が遠隔

作業で可能になった。しかし，搭載無線機等の振動破

損，重機械類の点検・整備や給油，更なる遠隔操作方

法等については開発の余地が残っている。 

福島第一原子力発電所で適用されているように，放

射線への人体の影響を考えると無人化施工は有効な方

法である。現在は比較的単純な作業で無人化施工を実

施しているが，今後更に複雑な作業への対応を考えた

場合，作業の自律化への検討やバイラテラル制御によ

る遠隔操作等，検討しなければならない多くの課題が

ある。これらの課題を解決していく事で，無人化施工

技術と自律機械技術は，人間が立ち入れない場所や電

波が届かない場所において，高度な作業を高品質に効

率良くできる建設機械の実現に寄与できる技術である

と考えられる。 

また，全国的に見て無人化施工技術を要する案件は

少ないが，今回の福島第一原子力発電所に限らず，将

来的には放射性廃棄物処分場，原子炉解体など，適用

が考えられる案件は今後も存在する。 

そのため，これらの技術の継承とさらなる研究開発

を行っていく必要が有ると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 
 

1) 「緊急時の無人化施工ガイドブック」  財団法人先端

建設センター編 
2) 無人化施工協会 パンフレット 
3) 宮崎裕道・近藤高弘：建設機械の自律走行に関する研，

平成 9 年度，建設機械と施工法シンポジウム論文集，

（社）日本建設機械化協会 
4）宮崎裕道・近藤高弘：建設機械の自律化に関する研究，

第７回建設ロボットシンポジウム論文集，（社）土木学

会，（社）日本建築学会，（財）先端間接技術センター，

（社）日本建設機械化協会，（社）日本ロボット学会，

（社）日本ロボット工業会 共催 
5）宮崎裕道・近藤高弘：建設機械の自律化に関する研究

（自律作業の研究），平成 10 年度，建設機械と施工法

シンポジウム論文集，（社）日本建設機械化協会 
6）宮崎裕道・近藤高弘：建設機械の自律化に関する研究，

建設機械 '98 6 400. Vol.34.No.6，日本工業出版 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図-13 実験の走行軌跡 
Fig.13 Trace of the run 


