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国土交通省所管の国立研究開発法人
良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に資する国の政策として科学技術に関する研究開発を主要
な業務として行う

つくば中央研究所（茨城県つくば市）

寒地土木研究所（北海道札幌市）
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国立研究開発法人 土木研究所

技術推進本部 先端技術チーム

土木研究所内で唯一機械を研究対象としているチーム

研究対象 : 建設機械（建設ロボット，情報化施工，排出ガス，など）
機械設備（水門，ポンプ，など）
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2.無人化施工の現状と今後の動向

2.1.無人化施工の概要と現状
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無人化施工とは
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オペレータが立ち入ることができない，危険地域での作業を行うための施工
手法．主に災害現場における復旧情事に適用されている．

日本で開発された独自の技術であり，国内でこれまで200件近くの実績がある
8



Mt.Unzen 1994～ Niigata Big Earthquake 2004

Kumamoto Big Earthquake 2016

無人化施工事例
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2.2.無人化施工の課題



1. 施工効率の向上
遠隔操作時の施工効率が低い（一般的に60%程度と言われている）
施工効率の向上が急務

2. 迅速なセットアップが必要
運転室，搭載カメラ，固定カメラ，無線システムなどは，
設置とセットアップに時間がかかる．
災害時は迅速な対応が必要

3. 様々な遠隔施工用機器が必要
災害はなにが起こるかわからない．機器の多様性が必要
（種類，大きさ，など）

4. 非常時のルールが必要
指揮系統，燃料調達，修理・補修，通行許可申請，無線混信防止
などのルールを平時から決めておく必要がある．

5. 技術の伝承
遠隔操作オペレータ，およびマネジメント人員の育成
遠隔操作機器の確保とメンテナンス
緊急時への対処組織の創設
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橋本ら，災害発生時における無人化施工等の運用に関する課題点について，第72回土木学会年全国大会，2017.
橋本ら，無人化施工の運用に関する課題点と今後の無人化施工機器の開発方針について，第73回土木学会全国大会，2018
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2.3.無人化施工の今後の動向（課題解決に向けて）



1. 施工効率の向上
遠隔操作時の施工効率が低い（一般的に60%程度と言われている）
施工効率の向上が急務

2. 迅速なセットアップが必要
運転室，搭載カメラ，固定カメラ，無線システムなどは，
設置とセットアップに時間がかかる．
災害時は迅速な対応が必要

3. 様々な遠隔施工用機器が必要
災害はなにが起こるかわからない．機器の多様性が必要
（種類，大きさ，など）

4. 非常時のルールが必要
指揮系統，燃料調達，修理・補修，通行許可申請，無線混信防止
などのルールを平時から決めておく必要がある．

5. 技術の伝承
遠隔操作オペレータ，およびマネジメント人員の育成
遠隔操作機器の確保とメンテナンス
緊急時への対処組織の創設
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検証実験を行うために，モデルタスクを2014年に開発

14
茂木ら，油圧ショベルの遠隔操作による作業の効率評価のためのモデルタスクの提案，建設機械施工，2014.

土木研究所での取り組み
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搭乗操作に対して，

サイクルタイム 約2.2倍
施工効率 約45%

実験結果
（10名の平均）

まず，無人化施工の施工効率を定量的に把握

15茂木ら，油圧ショベルの遠隔操作による作業の効率評価のためのモデルタスクの提案，建設機械施工，2014.

遠隔操作
（現状一般的なシステム）

土木研究所での取り組み



生産性向上へ向けた取り組み例1

視角増と運転席型を同時に使用
すると，相乗効果によって改善
前より効率UP
しかし，まだ搭乗操作の約1.6
倍（施工効率約60%）であり，
上記の改善のみではまだ不十分
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16
茂木ら，油圧ショベルの遠隔操作における視覚及び操作インターフェースの違いによる作業効率の向上につ
いて，第16回建設ロボットシンポジウム，2016.



生産性向上へ向けた取り組み例２

17

VR（高臨場感映像）  大成建設－土木研究所 共同研究

ステレオ魚眼レンズ
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生産性向上へ向けた取り組み例３

アラウンドビューシステム  フジタ－土木研究所 共同研究

生産性向上へ向けた取り組み例４

5Gによる高速・大容量通信システム 大林組，NEC，KDDI

生産性向上へ向けた取り組み例５

力触覚フィードバックシステム ・神戸大学など（ImPACT）
・大林組など

・その他



1. 施工効率の向上
遠隔操作時の施工効率が低い（一般的に60%程度と言われている）
施工効率の向上が急務

2. 迅速なセットアップが必要
運転室，搭載カメラ，固定カメラ，無線システムなどは，
設置とセットアップに時間がかかる．
災害時は迅速な対応が必要

3. 様々な遠隔施工用機器が必要
災害はなにが起こるかわからない．機器の多様性が必要
（種類，大きさ，など）

4. 非常時のルールが必要
指揮系統，燃料調達，修理・補修，通行許可申請，無線混信防止
などのルールを平時から決めておく必要がある．

5. 技術の伝承
遠隔操作オペレータ，およびマネジメント人員の育成
遠隔操作機器の確保とメンテナンス
緊急時への対処組織の創設
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HMD利用システム：大型モニタ，運転室を省略することが可能

20
橋本ら，無人化施工におけるHMDを用いた画像表示システムの効果について，第18回建設ロボットシンポジ
ウム，2018.

迅速セットアップへ向けた取り組み例１



災害現場での無人化施工実施例

外部カメラ

係留制御

本体のカメラ制
御

姿勢制御

ドローン等、ＵＡＶ・ＵＧＶと

連携した調査・復旧活動

UAV利用システム：外部カメラを省略することが可能
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迅速セットアップへ向けた取り組み例２



UAVを用いたシステム 東北大学－土木研究所 共同研究
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迅速セットアップへ向けた取り組み例２



高機能遠隔操作室の開発 熊谷組
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迅速セットアップへ向けた取り組み例３

ネットワーク対応型無人化施工機械に適用する遠隔操作機能をユニット
ハウスに装備することで、従来に比べて短い準備日数で工事に着手する
ことが可能

熊谷組WebSiteより https://www.kumagaigumi.co.jp/tech/disaster/index.html 2018/12/28



1. 施工効率の向上
遠隔操作時の施工効率が低い（一般的に60%程度と言われている）
施工効率の向上が急務

2. 迅速なセットアップが必要
運転室，搭載カメラ，固定カメラ，無線システムなどは，
設置とセットアップに時間がかかる．
災害時は迅速な対応が必要

3. 様々な遠隔施工用機器が必要
災害はなにが起こるかわからない．機器の多様性が必要
（種類，大きさ，など）

4. 非常時のルールが必要
指揮系統，燃料調達，修理・補修，通行許可申請，無線混信防止
などのルールを平時から決めておく必要がある．

5. 技術の伝承
遠隔操作オペレータ，およびマネジメント人員の育成
遠隔操作機器の確保とメンテナンス
緊急時への対処組織の創設
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運搬が容易な遠隔操作型小型油圧ショベルなど，様々な大きさの遠隔操作
型油圧ショベルによる検証実験の実施

機器の多様性へ向けた取り組み例１



半水中無人（遠隔操作型）重運搬ロボットの開発 UC-TEC

2号機

26

機器の多様性へ向けた取り組み例２



機器の多様性へ向けた取り組み例３
後付型遠隔操作システム

1. ロボQS：九州地整・フジタ・IHI
2. DOKAROBO：カナモト・KGフローテクノ・富士通・

アスラテック

3. SAM：コーワテック

4. サロゲート：大林組・大裕

IHI WebSiteより https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2017/technology/2017-6-27/index.html 2018/12/28



機器の多様性へ向けた取り組み例４

多目的ハンド（アタッチメント） 東京工業大学（ImPACT）

JST ImPACT紹介WebSiteより https://www.jst.go.jp/pr/announce/20170619/index.html 2018/12/28



1. 施工効率の向上
遠隔操作時の施工効率が低い（一般的に60%程度と言われている）
施工効率の向上が急務

2. 迅速なセットアップが必要
運転室，搭載カメラ，固定カメラ，無線システムなどは，
設置とセットアップに時間がかかる．
災害時は迅速な対応が必要

3. 様々な遠隔施工用機器が必要
災害はなにが起こるかわからない．機器の多様性が必要
（種類，大きさ，など）

4. 非常時のルールが必要
指揮系統，燃料調達，修理・補修，通行許可申請，無線混信防止
などのルールを平時から決めておく必要がある．

5. 技術の伝承
遠隔操作オペレータ，およびマネジメント人員の育成
遠隔操作機器の確保とメンテナンス
緊急時への対処組織の創設
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無人化施工技術を伝承し発展させるためには．．

無人化施工を現場で使用し，人員の育成をするとともに，

知見を開発者へフィードバックするしくみが必要．

つまり，

・無人化施工テストフィールドの構築

・あるいは，無人化施工を通常の施工現場で使用する

ことが必要である．
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3.建設ロボットの現状と今後の動向

3.1.建設ロボットとは？

32



33

建設ロボットとは？

吉灘，キーワード解説，計測と制御，Vol.55，No.6，2016.

要覧編集委員会第19 章編集委員会，建設ロボット概説，建設の施工企画，Vol.64，No.12，2012.
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建設ロボットとは？

ここでは，

「土木現場での困ったことに対応する建設機械，および施工
全体を機械化したシステム」のこととする．

そもそもロボットとは，「明確な定義はなく，強いて言えば，
人間の夢（要求）を実現するための機械」

油田信一 土木研究所招聘研究員



1. 施工現場に人が近寄れない（危険域やアクセス不良など）

2. 熟練技能者不足

35

建設ロボットとは？

土木現場での困ったこと（ニーズ）とは．．．
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3.2.建設ロボットの事例

36



設計面
現況地盤

GNSS

XYZXYZ

TS

ブレードを

自動で制御

建設ロボット事例１ マシンガイダンス・マシンコントロール

日立建機WebSiteより https://www.hitachicm.com/global/jp/6series/zx200x/index.html 2018/12/28



同じ路床を2レーン用意し，MC
有無にて路盤材料（M40）を敷
き均す

MC使用

MC未使用

MC検証研究

鹿島建設,鹿島道路,トプコン,西尾レント,NIPPO－土木研究所 共同研究

従来施工 MC施工 従来施工 MC施工 従来施工 MC施工

実作業時間 0:56:59 0:51:19 1:42:07 1:04:10 1:17:09 0:55:47

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36
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1:26:24

1:40:48

1:55:12

作
業

時
間

10.0%短縮

37.2%短縮
27.7%短縮

非熟練者平均熟練者平均 全員平均

橋本ら，MC技術が施工品質とオペレータへ

与える影響について，建設ロボットシンポジ
ウム，2017.
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建設ロボット事例２

自動運転油圧ショベル 土木研究所



40熊谷組WebSiteより https://www.kumagaigumi.co.jp/tech/disaster/index.html 2018/12/28

建設ロボット事例３

自動運転クローラダンプ ・熊谷組

・UC-TEC
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建設ロボット事例４

自動運転アーティキュレイトダンプ 東北大学（NEDO）



建設ロボット事例５

自動運転振動ローラ

大成建設WebSiteより https://www.taisei.co.jp/ss/tech/C0123.html 2018/12/28

・大成建設

・鹿島建設

・安藤・ハザマ

・その他



建設ロボット事例６

自動建設生産システム 鹿島建設

鹿島建設殿提供



建設ロボット事例７

自動密度試験機 竹中土木・竹中工務店・JAXA

千葉ら，自律制御型不整地走行ロボットによる現場密度試験の自動化，第73回土木学会年次学術講演会，2018.



3.3.建設ロボットの今後の動向
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マシンコントロール・ガイダンス（建設機械の一部を自動化）：非熟練者の補助を
行い，熟練者なみの生産性を実現させる

46

建設ロボットの今後の動向

建設機械の自動運転（施工全体の一部を自動化）：1人で複数の建設機械を管理し
，生産性を向上させる

施工全体の自動化と遠隔管理：全世界（災害現場や宇宙空間も
含む）の施工現場をオフィスにて一元管理することにより，生
産性を大幅に向上させる

国土交通省WebSiteより
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000028.html
2018/12/28

現在？

自動化部分を増加

機種や工種を増加

複数機械による協調作業の自動化

作業等を機械が判断して行う

状況変化などにも対応

施工全体の自動化：施工現場を少人数で管理し，さらに生産性を向上させる

トラブルにも対応

現場に人間が必要な事態を極力少なくする



1. 建設ロボット導入のための要領の策定
（i-Constructionなどの取り組み）

2. 自動化が容易な施工方法の研究
（新たな施工方法が必要か否かも含めて検討が必要）

3. 開発した建設ロボットを現場で使用し，知見を開発者へフ
ィードバックするしくみ（開発して終わりではなく，現場
で使用することによって改善することが重要）

4. 研究開発助成制度などの活用
（短期的に利益を挙げることは難しいため）

5. 建設ロボット実証実験・研究開発のための拠点設置

47

建設ロボット開発を促進するために必要なこと

参考：国土交通省「建設ロボット技術に関する懇談会 提言」2012.



ご静聴ありがとうございました
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