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ICT施工機械及びその遠隔操作技術

i-Constructionでも、生産性向上の筆頭として上げら
れているICT施工機械
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雲仙普賢岳に代表される、遠隔操作技術

（無人化施工）



ICT施工機械とは
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国土交通省資料より抜粋



ICT施工機械とは

①マシンコントロール技術

・ブルドーザー・グレーダー・バックホウ等

②マシンガイダンス技術

・ブルドーザー・バックホウ等

③転圧締め固め管理システム

・振動ローラー・タイヤローラー・ブルドーザー等
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ICT施工機械とは

①マシンコントロール技術
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ICT施工機械とは

②マシンガイダンス技術
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ICT施工機械とは

③転圧締め固め管理システム
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遠隔操作技術とは
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遠隔操作技術とは

遠隔操作技術（無人化施工）は、建設工事を遠隔地よ
り安全かつ円滑に行うものです。ラジコン装置等を取
り付けた建設機械群をオペレータが遠隔地より操作す
ることで安全性を確保します。

また工事を支援するシステム群により作業効率の

向上を目指しています。

本施工方法は、最近では雲仙・普賢岳のみならず各
地の災害復旧工事や劣悪な環境での現場に

適用されています。
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遠隔操作について

• オペレータが遠隔操作式建設機械
を作業現場を直接目視しながら遠
隔操作する。

直接目視によ
る操作

• オペレータがカメラを設置した遠隔
操作式建設機械の映像をモニター
で見ながら遠隔操作する。

映像ステムを用
いた操作
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直接目視による操作

１．作業の目安：操作距離が
０～５０ｍ程度かつ直接作業
箇所が直接目視操作が可能
なこと

操作オペレータ

遠隔操作機械
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映像システムを用いた遠隔操作
◆直接遠隔操作システム

遠隔操作機械

操作用モニタ

操作オペレータ

遠隔操作室

＝無人化施工ヤード＝

施工箇所カメラ映像

移動カメラ車

無人化立入
禁止区域

◆作業の目安◆
操作距離が５０～３００ｍ程度
かつ遠隔操作無線の通信に
障害がないこと。
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映像システムを用いた遠隔操作
◆移動中継車を経由した遠隔操作システム

操作用モニタ

操作オペレータ

遠隔操作室

◆作業の目安◆
操作距離が３００ｍ以上または障害物等で直接、重
機に無線が通信不可の場合、移動中継車を経由し
て遠隔操作する。

遠隔操作機械

＝無人化施工ヤード＝

施工箇所カメラ映像

移動中継車

遠隔制御

遠隔制御

移動カメラ車
無人化立入
禁止区域
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映像システムを用いた遠隔操作
◆簡易無線による遠隔操作システム

操作用モニタ

操作オペレータ

遠隔操作室

◆作業の目安◆
遠隔操作室を無人化施工ヤードから遠方（見通しができる最
大３ｋｍ程度まで）に設置する場合、有人立入地域内に「無線
中継局」を経由して超長距離での遠隔操作が可能である。

遠隔操作機械

移動カメラ車

＝無人化施工ヤード＝

施工箇所カメラ映像

移動中継車

基幹無線（2.4ＧＳＳ無線等：遠隔制御ほか）

３００～６００ｍ程度
基幹無線（５０Ｇ簡易無線等：映像情報ほか）

映像情報・カメラ制御ほか

遠隔制御

無線中継局

見
通
し
が
で
き
る
最
大
３
ｋ
ｍ
程
度
ま
で

有人立入区域

無人化立入
禁止区域
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デジタル無線を用いた遠隔操作
◆25Ｇ小電力無線＋5Ｇ帯無線アクセスシステムによる遠隔操作システム

操作用モニタ

操作オペレータ

遠隔操作室
◆作業の目安◆
遠隔操作室を無人化施工ヤードから遠方（見通しができる１．
５ｋｍ単位のチェーン接続が可能最大９ｋｍ程度まで）に設置
する場合、有人立入地域内に「無線中継局」を経由して超長
距離での遠隔操作が可能である。デジタル化することによっ
て電波の集約が可能となり、高解像度の画像が期待できる。

遠隔操作機械

＝無人化施工ヤード＝

施工箇所カメラ映像
無人化立入
禁止区域

見通し７～８００ｍ 見通し３～４００ｍ

基幹無線（25Ｇ帯小電力データ通信：映像
情報・遠隔制御ほかすべて情報）

見通しができる最大１．５ｋｍ

移動カメラ車

無線中継局無線中継局

メッシュＬＡＮ

移動中継車
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光ケーブルを利用した遠隔操作
◆光ケーブル＋25Ｇ小電力無線＋5Ｇ帯アクセスシステムによる遠隔操作システム

操作用モニタ

操作オペレータ

遠隔操作室
◆作業の目安◆
光ケーブルを通信幹線に使用することで「遠隔操作室」を集中
管理および安全確保のために数１０ｋｍ離れた場所に設置で
きる。有人立入地域内に「無線中継局」を経由して超長距離
での遠隔操作が可能である。デジタル化することによって電
波の集約が可能となり、高解像度の画像が期待できる。

遠隔操作機械

＝無人化施工ヤード＝

施工箇所カメラ映像
無人化立入
禁止区域

見通し７～８００ｍ 見通し３～４００ｍ

基幹無線（25Ｇ帯小電力データ通信：映像
情報・遠隔制御ほかすべて情報）

見通しができる最大１．５ｋｍ
単位のチェーン接続可

移動カメラ車

無線中継局無線中継局

光成端箱

光成端箱

光ケーブル

メッシュＬＡＮ

移動中継車

17



◆最近の無人化施工で採用されている新技術

１．大容量高速無線LANの通信インフラ活用

２．次世代車載カメラ映像のデジタル無線の活用

３．着脱式油圧制御式遠隔操作システム（ＨＲＣｓｙｓ）の導入
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１．大容量高速無線LANの通信インフラ活用
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▼2.4G・５Ｇ帯アクセス無線の採用
主な特長
◆無線ＬＡＮ・・・・双方向通信が可能
・遠隔操作ラジコンのデータ通信
・車両側からのデータ受信
主な活用：ＧNSSデータの送受信

屋外型基地局

車両搭載
移動局



２．次世代車載カメラ映像のデジタル無線の活用

■無人化施工で車載カメラ映像は

無線伝送は映像伝送に遅延がなく鮮明な画像を伝送する
ことが無線機選択のポイント

数年前までは指向性のある５０Ｇ簡易無線機（パソリンク）を

｢自動旋回台装置」で画像伝送を実現してきた。

アナログ デジタル化でアナログ無線が無くなる

また上記を回避するために、OFDM形式（2.4G)の無線で対
応をしている
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２．次世代車載カメラ映像のデジタル無線の活用
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２．次世代車載カメラ映像のデジタル無線の活用

ただ、昨今の映像の高密度化（ハイビジョン等）の映像は無
線の容量の問題をクリアできす、遅延が少くかつ遠距離化に
対応できていなかった

それを一部でも解消するために弊社では、次世代の車
載カメラを開発しました



・CONDOR HDとは？

着脱式 無人化車輌 カメラシステム

遠隔操作車輌の操作支援、施工支援を
目的としたハイビジョンカメラｼｽﾃﾑ



・カメラの設置

参考画像：SH220HBL-6 〈ハイブリッド・HRCシステム〉

１．機器は、作業計画に合わせて必要な時に短時間
で

簡単に取り付けて使用可能。
２．カメラは、固定式耐振仕様

→手元の操作器で操作可能。
３．カメラ映像は、無線でリアルに伝送。

→ 大型モニタにも接続可。
４．作業効率の向上と安全確保に役立つシステム



２．次世代車載カメラ映像のデジタル無線の活用
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車載はもちろん、従来の固定カメラとして
の利用も需要があります。



３．着脱式油圧制御式遠隔操作システム
「ＨＲＣｓｙｓ」の紹介
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３．着脱式油圧制御式遠隔操作システム
「ＨＲＣｓｙｓ」の紹介

▼納入事例： 搭載機 コマツ ＰＣ１２８ＵＳ
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ICT施工機械でカイゼン

遠隔操作技術+ICT施工機械の融合
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◆課題に対する提案！

• 発注者-施工業者に経験者が少なく、
着工までに時間がかかる。

• 遠隔操作機械が手配できない。
•調達費用等コストが上がる
• 操縦できる人が少ない
• 品質が劣る。
• 複雑な作業ができない。
• 施工効率が下がる。（５０％ともいわれている）

→レンタル会社がサポート

→レンタル会社がサポート

→訓練機関・講習会・試験施工

→レンタル会社がサポート



遠隔操作技術+ICT施工機械の融合
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• 品質が劣る。
• 複雑な作業ができない。
→3次元設計データを用いた、MC・MG技術で解決！

• 施工効率が下がる。（５０％ともいわれている）
→多点からの映像の活用で10%～20%UP
→MGを用いることで更に10-20%UP
→MCを用いれば、更に10%-20%UPするともいわれている



遠隔操作技術+ICT施工機械の融合
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MC/MG技術を遠隔からモニタリング・制御するには
通信及びカスタマイズのノウハウが非常に重要になりますが
弊社では、両技術を運用してきた長年のノウハウを用い、各メ
ーカの遠隔化を実現しています。

クラウドの活用もありですが、高速携帯回線網が使用できな
いエリアであること事も多く、またリアルタイム性を必要とされ
る為、ローカル環境で現場ごとのカスタマイズさせる事が、円
滑な運営の必須条件となります。



遠隔操作技術+ICT施工機械の融合
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また、近い将来では、現在研究がなされている自律施工の時
代に突入していくことが予想されます。

その際に、本日ご紹介した２つの要素技術は密接に係わり合
い、AI等にも発展していきます。

そのような過渡期において、弊社独自の無人化施工ユニット
はオープンソースなプラットフォームを提供でき、研究開発に
貢献しています。


