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シリーズ 進化する土木ロボット ⑫ 最終回
〜産・官・学，協調による技術開発の未来展望〜

大学との更なる協調を
株式会社 インロッド・ネット 久武 経夫
中里 邦子
hisatake@inrod‑net.com

1．はじめに
前号までのシリーズ①〜⑪で土木工事で採用も
しくは採用可能な様々なロボットの紹介を行っ
た。今回のシリーズでは紹介を行なわなかった
が，トンネル，ケーソン，連続壁などの地下工事
では工場生産に近い形での自動施工が行われてい
る。水中，管路や床下など人間が入り込めない狭
隘な空間，急峻地，火山などの災害発生現場の危
険区域での救援や復旧作業などでは，機械の遠隔
操縦によって人が現場に立入らないで作業を行う
技術が確立している。建設分野では，自動化機械
と遠隔操縦機械をロボットと呼称している。これ
ら特殊な環境下で実現しているロボット技術を一
般の土木現場に転用するのが今後の課題である。
団塊の世代が引退した後の少子化，高齢化，非
熟練化に対処するために，土木作業のロボット化
は避けては通れない。土木ロボットを身近なもの
とするために，研究者の知恵を結集して高機能で
廉価なロボットを実現したい。
この観点で，各大学での建設に関連もしくは建
設分野に生かせる研究課題の調査を行った。調査
の結果は後述するが，予想以上に多くの大学で建
設機械のロボット化など建設施工の高度化に関わ
表１
地区・研究形態

コンソーシアム型研究
1 北海道地区
個
2 東北地区
別
3 北陸地区
研
4 関東地区
究
5 中部地区
6 近畿地区
例
7 中国地区
（注 2 ） 8 四国地区
9 九州地区
合 計 （注 3 ）

る研究が行われている。学生を含めた研究者の人
数は500人にも達するのではないかと想定され
る。これらの研究成果，研究者が知恵を結集すれ
ば，小規模な現場でも使えるロボット建機の実現
も夢ではない。
今回はこのシリーズの最終回となるので，大学
での建設施工に関連した研究実績を網羅的に紹介
した。これら研究テーマと身近な土木施工を見比
べて，施工の高度化への適用が可能か考えていき
たい。

2．大学による建設施工高度化への貢献
2.1 大学による建設技術研究例
表１に，大学等公的研究機関による建設施工高
度化技術研究事例を示した。現調査段階で180の
研究テーマに362の組織が参加している事が明ら
かとなった。表では，これらの研究事実を，複数
の大学や，公的研究機関，民間企業の研究者が協
力して研究を行うコンソーシアム型研究と単独の
研究室や研究者が行っている個別の例に分類し
各々の数を示した。後者は，北海道から九州まで
地区別に研究テーマ数と研究に参加した組織数を
集計した。

大学等公的研究機関による建設施工高度化技術開発例

研究テーマ数

参加組織

16
16
23
3
64
14
28
2
6
8
180

94
20
32
3
126
23
40
3
8
13
362

複数の大学や公的研究機関が参加する研究（注 1 ）
うち 7 テーマが北海道大
うち16テーマが東北大
うち46テーマが東京の大学

注１：研究テーマは後出の表３を参照。１大学と企業の同・協力研究はコンソーシアムには含めない。
注２：個別研究例については；http://www.inrod‑net.com/INROD̲services.htm を参照。
注３：上表には研究が完了又は中断した課題も含めている。調査調査は研究室紹介のホームページ等によったが全研究
事例は網羅されていない。
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この表からのコンソーシアム型研究を除いた
164テーマの４割が首都圏の大学であることが分
かる。建設事業者や建機メーカなどとの連携，公
的研究機関との連携，研究資金の導入などに地域
的な優位性があるためと思われる。
地域毎の大学間のテーマ数の差は，首都圏では
余り大きくないが，地方では，北海道大，東北
大，大阪大など地域の基幹校が相対的に多くの
テーマに取り組んでいる。インフラストラク
チャーを構築する建設事業への関心に相違がある
と想定される。更に多くの大学に建設分野へ関連
した研究に関心を持ってもらう必要がある。

2.2 研究テーマの展開
⑴

研究テーマと大学
表２
油圧ショベル

研究対象機械・研究テーマ
操縦技術，自動化
その他

建設機械の自動化

１本レバー
作業反力
双腕型
ホイールローダ
ランドフィルコンパクタ
ダンプトラック
バケットホイールエキ
スカベータ
ブルドーザ
転圧機械
脚ロボット
掘削ロボット
除草ロボット
除雪機械
クレーン
操縦

パワーアシストスーツ

人形ロボット
無人ヘリコプタ
調査ロボット
水中
機械

構造物点検
作業
建材とIDEタグ
画像認識
情報化施工
施工空間モデル
ジオメカトロニクス

表２に研究対象の機械や研究テーマと大学名を
示した。研究テーマには，IDタグ，画像認識，
情報化施工など建設分野での活用を前提にした研
究も含めている。備考欄の①〜⑫は，関連記事が
掲載されている「進化する土木ロボット」シリー
ズの連番である。表中，油圧ショベル，パワーア
シストスーツ，除雪機械，調査ロボットなどは多
くの研究室で研究されている。
⑵

油圧ショベルのロボット化研究と今後の展開

a. 油圧ショベルのロボット化研究の特徴
油圧ショベルのロボット化や自動化研究につ
いては，シリーズの③で詳述している。油圧
ショベルは汎用建設機械の半数を占める最もポ
ピュラーな建設機械で，諸外国を含め多くの研
究者の研究対象となっている。
研究マップ

研究を行っている大学
東北大/作業反力・バーチャル操縦環境・半自動，岐阜大/バーチャル操縦環境，
東京工大/空圧・遠隔操縦，空港港湾技研・筑波大/水中，大阪大・福井工業大/作
業判別，秋田大/精密制御，東大・土研/運転技能・自動化，東京都市大/精密制御
東北大・山崎建設，東海大・立命館大
東北大，東京工科大，慶応大
山形大/遠隔操作，東北大，早稲田大，京都大
産総研・中央大・筑波大・東京電機大，東北大/知能WL基礎研究，室蘭工科大
東大・フジタ・CAT/全自動
筑波大/レーザ位置決基礎実験，慶応大/誘導ケーブル方式基礎実験
東北大・立命館大
岩手大/走行軌跡，九大/排土板高さ制御
京大・MLIT，舞鶴高専/最適化
東工大/４足斜面施工機械，香川大/重量物ハンドリング
大阪大・三重大/大深度地下，山口大/発破用自動掘削機
山形大，九州工大
北見工業大，北海道大，山形大・新潟工科大，新潟大
長岡化学技術大/負荷・深度別速度制御・集約レバー
東京大/重量物のハンドリング
東北大/代行運転・ハンドリング，東北大/クローラ型機械の半自動操縦支援，福
井大/操縦シミュレータ
北海道大/農作業，山形大，筑波大/福祉他，理科大/福祉・スポーツのフォーム
矯正，電気通信大/歩行支援，農工大/農作業，関東学院大，神奈川工科大/福
祉，信州大，豊田工大，名古屋大/大工ロボ，立命館大/福祉・スポーツトレーニ
ング，京都高繊大，大阪大/制御系，和歌山大，岡山大，長崎大/筋硬度センサ
７大学の共同研究/建機操縦他，大阪大・福井大/基礎動作
北海道東海大，千葉大，京都大
筑波大・東北大・千葉工業大・MLIT/INROD/火山探査，筑波大・千葉工業大・
大和ハウス/床下点検
東大
東工大，九工大，長崎大
室蘭工業大，大阪大・名古屋大/部材位置・姿勢
大阪大・早稲田大・青山学院大/情報・部材一体化
中部大/道路白線，山梨大/道路白線認識ロボット，大阪大/協調監視で現場安全
確保
室蘭工業大/トンネル施工，大阪大/作業情報NW，熊本大/出来形検査
室蘭工業大/ 3 次元モデル，早稲田大/バーチャル建設空間
立命館大

備考
③

③
③
⑤
⑤
⑤

④

②

②
⑪
⑪

⑫
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水中で稼働可能な油圧ショベル（水中バック
ホウ）には，潜水夫が搭乗して操縦するもの
と，岸壁や船上から遠隔操縦するものがある。
後者を基にした半自動化の試みも始まってい
る。水中バックホウの特徴として下項がある。
① 水深50ｍ〜作業船では喫水確保ができない
渚部まで連続作業が可能（シリーズの④で紹
介した捨石均し機械は水中作業専門）。
② 潜水夫が行う人力作業に比べ作業能率が高
い（省力化,工期短縮が達成できる）。
③ 潜水夫のように潜水時間の制限が無く連続
作業が可能（交替の潜水夫も不要となる）
。
④ 熟練が求められる水中の捨石均し作業を操
縦支援システム（後述）で補える（非熟練者
でも作業が可能）。
⑤ 水底に着地して作業を行うため潮流の影響
を受けない。
⑥ 高水圧下での苦渋で危険な作業から作業者
（潜水夫）を解放できる（安全施工の実現）。

表２の研究テーマも，操作系の改善，バケッ
ト反力の帰還，制御精度の向上，双腕型機械，
半自動化，操縦を支援するシミュレーションモ
デルの開発など多様である。バケットの位置や
掘削角度，旋回角度，機械本体の姿勢などを知
る為のセンサも様々な物が使用されている。作
業装置もバケット，把持装置，破砕装置など多
様である。ブーム，アームの形状が人間の腕の
構造に酷似しており，研究意欲をそそられるの
が多くの研究者が研究テーマに採り上げる理由
である。スケールモデルでの研究が多いその他
の建設機械の研究に比べ，実機での研究を行っ
ているのが油圧ショベルに関連した研究の特徴
である。
尚，油圧ショベルの特殊仕様例には，シリー
ズの⑪で紹介した，災害救援・復旧時の無人化
施工用のほか，遠隔操縦型が30台程度と次項で
紹介する水中バックホウが10数台がある。
b. 水中バックホウ

写真１

水中での基礎捨石均しの
工事

写真２

ブレーカによる破砕作業

表3

写真４

水中での仕上がり検査

写真３

水中バックホウの仕様例

駆動方法

電動油圧方式

作業条件

透視度3ｍ以上，潮流5kn以下

最大水深

−50ｍ（機械性能）

バケット容量

0.3〜1.6㎥（現有）

ケーブルの最大長さ

120ｍ（延長実績800ｍ）

ケーブルの直径

73㎜（120型）

ケーブルの着脱方式

水中コネクタ（水中着脱可能）

作業油

脂肪酸エステル（生分解性作業油）

濁り対策

港湾工事

特殊工事

基礎工事

①水中ファンまたは水中ポンプ
②スライドキャブ（320型）

床 掘 土 工

（小規模な床堀，岩盤削孔・切削）

堰砂・盛砂工

（敷砂・盛砂均し）

基礎捨石工

（捨石本均し，捨石荒均し）

被覆工事

被 覆 石 工

（被覆石均し）

ケーブル工事

埋設配管工

（トレンチ掘削，ケーブル埋設）

構造物撤去

構造物撤去工

（削孔，取壊し）

河川工事

改修掘削工

（掘削，ポンプ浚滞）

図１
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る。
d. バックホウ位置姿勢支援システム
遠隔操縦を支援する装置として，水中バック
ホウの姿勢（ブーム・アーム・作業装置角度，
旋回角度）・機械本体位置などのセンサ情報を
基にした機械や作業装置の位置や姿勢をリアル
タイムにオペレータに知らせるためのシミュ
レーションモデルがある。
シミュレーション画面には，水中バックホウ
の運転状況の計測結果も表示される。これらの
情報を基に，オペレータが地上の操作室からの
遠隔操縦と施工管理を行う。繰り返し作業部の
自動化や半自動から全自動に向けた研究も行わ
れている。図２に表示画面例，写真15に遠隔操
作状況，図３に水中バックホウの操縦系統を示
す。

⑦

潜水作業者の高齢化と非熟練化対策
水中バックホウは沖縄など，珊瑚礁のある透
明な海域で活用されてきたが，本土の濁水域で
も使用可能とするために，水中を超音波で透視
する，濁水を透視する画像処理技術の導入など
の研究が始まっている。
写真１にバケットによる捨石均し，写真２に
ブレーカを用いた岩石破砕，写真３に把持装置
を用いた岩石の設置作業を示す。表３が水中
バックホウの仕様例，図１が水中バックホウの
用途である。
c. 水中バックホウの作業装置
水中バックホウは，表４と写真５〜14に示し
た作業装置（アタッチメント）の交換により，
掘削，電力・通信ケーブルなどの管路敷設，磯
焼け対策工事，各種掘削工事等を行う事ができ

⑶

図２ 水中バックホウの遠隔操作を
支援するシミュレーションモデル

写真 5

写真 8

写真 6

写真 9
表４

写真
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

作業装置
回転式ワイヤブラシ
ツインヘッダ
水中油圧式ブレーカ
堆積貝除去機
ドリフタ
エジェクタ
ロックバケット
タンパー
ジェットリフト
ドリフタ

写真 7

写真10

図３

水中バックホウの操縦系統

写真11

写真12

パワーアシスト
スーツ

パワーアシストスーツ
については，シリーズの
②で詳述している。研究
の目的が福祉（筋力補
助，矯正），農作業，荷
役作業，建設作業，ス
ポーツ等多様であるが，
筋力補助の観点からはど
のパワーアシストスーツ
も建設作業への適用が可
能であるため，表５には
全ての用途のパワーアシ

写真13

写真14

水中バックホウの作業装置例
用
途
岩や構造物に付着した雑藻類やカキ等の剥離
岩盤切削・軟岩筋堀
岩盤切削・中硬岩筋堀など
水路内に付着した貝類の除去・切削など
岩盤，コンクリート構造物の穿孔など
砂層の掘削，配管埋設など
被覆石敷均し・岩の撤去
転圧・締固め，捨石均し
海底ケーブル埋設
コンクリート構造物の削孔ドリフタ

写真15 支援システムや現
場映像に基づく遠隔操縦

上記の他，標準バケット，スケルトンバケット，リッパなどがある
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写真16
パワーアシスト
スーツ機能構成
例（HAL）
図４ パワーアシストスーツ制御システム構
成例（ウェアラブル・フルイドパワー）

ストスーツ研究を記述した。パワーアシストスー
ツは実用化が始まりつつある段階で，センサ，ア
クチュエータ，制御方式等，異なった視点での研
究が闊達に進行している。建設現場でも，天井の
ボード張りなど苦渋な姿勢を支える上腕筋力補
助，水平コンクリート仕上げ時の屈んだ姿勢を支
える腰部筋力補助，重量物を抱えて搬送する場合
の全身筋力補助など，異なったニーズがある。高
齢化が進む建設工事の救いの神になるかも知れな
い。表では，大学毎に異なった用途を想定してお
り，補助力を得る為の機構，装着者の運動意図を
理解する為のセンサ，制御方式を採用しているの
が分かる。異なった方式の比較実験を行っている
研究室もある。
パワーアシストスーツの使用用途と支援部位は
全身型，上肢，下肢，腰部，手先用など多様と
なっている。製品化時に想定する価格も，医療機
関や産業用の用途を想定した高価なシステムか
ら，農作業などの支援を目的とした廉価版まで
表５
研究大学

用

途

様々である。
課題の多様性と大学間の協調と競争によって，
機能の拡がりと深みが増し，様々なニーズに対応
可能な製品群が誕生しようとしている。写真16に
機能構成としてシリーズの②で紹介した全身型の
パワーアシストスーツ，図４にパワーアシスト
スーツ制御システム構成例を示す。
⑷

調査ロボット

調査ロボットには，シリーズ⑪で紹介した各種
の飛翔体，レスキューロボットとして開発されて
床下点検（①）や火山探査（⑪）に転用されたロ
ボット，管路検査（⑤/車輪系，⑥/履帯系），架
線点検（⑤，⑪），構造物点検（⑥）などがあ
る。調査ロボットは比較的小型で，大学の研究室
で開発し易いのか，多くの研究室で，様々なロ
ボットが開発されている。火山探査ロボットに

各大学のパワーアシストスーツの研究概要

補助力を得る機構

セ

ン

サ

制

御

備

考

北海道大

農業，土木建築

山形大

高齢者，重量物搬送 ロボットアーム

筑波大

福祉医療，重作業， パワーユニット/角 生体電位，床反力
レスキュー
度センサ

解析, パワーユニット パワーアシストスーツ
角度制御

東京理科大

高 齢 者 ， 身 障 者 ， Mckibben型空圧収縮ゴム，人工筋
フォーム矯正

電空レギュレータで加 マッスルスーツ
圧

東京工業大

高齢者

空圧棒状アクチュエータ 力/関節，圧力/足裏，体調

ウェアラブルコンピュータ ウェアラブル・フルイ
ドパワー

東京農工大

農業用

超音波駆動モータ，バネ 関節センサ

単純動作の繰返し制御 ロボットスーツ

関東学院大

機能障害者

空圧アクチュエータ

電磁弁ON/OFF制御

神奈川工科大

介護

カ フ 型 空 気 圧 ア ク 筋肉の硬さ
チュエータ

身体力学計算モデル
パワードスーツ
マスター/スレーブ制御

信州大

高齢者，リハビリ

立命館大

福祉，リハビリ，運 内部真空圧
動トレーニング

京都工芸繊維大

介護

肘関節装着

大阪大

介護

空気圧ゴム人工筋

動作検知

和歌山大

農業，工場，介護

空気圧

動作意図研究

岡山大

高齢者，障害者

湾曲型空気圧ゴム人工筋

高知大

手指麻痺者

空気圧,モータ

長崎大

高齢者，障害者

パワーアシスト装置 筋硬度

土木コスト情報／2011・4月

可変弾性機構/ゴム等 曲げ角度
操作力検出装置

関節トルク/角度

弾性材伸長量制御/モータ スマートスーツ
目標角度PID制御

パワーアシスト装置

軽量ウェアラブルロボット

同調制御/ニューラル パワーアシスト装置
オシレータ
ウェアラブルロボット
パワーアシスト装置
動作予測

パワーアシストスーツ
パワーアシストロボット

マスター/スレーブ制御 把持/上肢動作支援装置
筋硬度

各指独立制御

把持支援装置

歩行パターン制御

歩行支援ロボ
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写真17

光ファイバーケーブル敷設ロボット

は，観察の他，堆積物サンプルの採取を行う機能
を付与したものもある。
調査ロボットは，管路検査から，管路内の清掃
や管路内への光回線敷設を行うなど施工ロボット
として展開しているものもある。管路内走行ロ
ボットに関してはこのシリーズで車輪（⑤）やク
ローラ（⑥）で管路内を走行するロボットの開発
事例を紹介した。直径200㎜程度の細い下水管路
内などに入り込み，管路内の頂上に光ファイバー
ケーブルを敷設するロボットがある。都市内で
は，下水管路内への光ファイバーの敷設が進んで
おり，作業者が入れない細い管路では，写真17，
18の敷設ロボットが大活躍している。

2.3 コンソーシアム型
⑴

コンソーシアム型研究事例

複数の大学，公的研究機関，民間企業の研究者
が参加するコンソーシアム型研究には下項の２方
式がある。
① 複数の研究者（研究室）の得意な技術を集
めて，ジグソーパズルの様に集約していく。
② 同じ目的を持った研究者が集まって共通の
目標に向かって研究を進める。
①については，次項⑵に「ホイールローダの完
全自動化システム」及び「人間協調・共存型ロ
ボットシステム研究」の事例を示す。開発個々の
研究室は，自分の専門分野に特化できる効率的な
研究展開である。
②については，次項⑶に「建設ロボット化共同
研究プロジェクト」の事例を示す。同じ研究目的
を持った企業が協力して研究を行うもので，重複
した研究を回避し，人的な無駄を排除できる，大
規模な研究開発が可能，競争的資金等公的な資金
を獲得し易い等のメリットがある。表６に，建設
技術に関連したコンソーシアム型研究の事例を示
す。
コンソーシアム型以外の個々の大学が単独で
行っている建設施工関連研究事例については，イ
ンロッド・ネット㈱のホームページhttp://www.
inrod‑net.com/INROD̲services.htmを参照頂き
たい。

写真18

⑵

ロボットによる光ファイバー
ケーブルの敷設

ジグソーパズル型研究協力

a. ホイールローダの完全自動化システム
: 山祇研究会
異なった研究領域の研究者が結集してロボッ
ト建機を実現する，前項①の事例として，この
シリーズの⑤で紹介した，山祇研究会の「ホ
イールローダの完全自動化システム」が３大学
（筑波大/走行制御，中央大/掘削・掬込み，東
京電機大/センサ），産業総合研究所/ずり山崩
壊モデル化，日立建機/機械本体制御と，得意
な技術を提供し合って協力する理想的なコン
ソーシアムを形成している。採石場やプラン
ト，災害復旧現場等の自動運転が開発の目的で
あるが，小型のホイールローダへの自動化シス
テム搭載が可能であれば，土木施工現場でも採
用できる。
ホイールローダによる土砂の自動掬い取り作
業の自動化によって，未熟な運転者に依存せず
に，ホイールローダの能力を最大限に活かした
掬い取り方法が確立できる。

写真19

無人ホイ
ールローダ

b. 人間協調・共存型ロボットシステム研究開
発
このプロジェクトの目的は，産業や生活空間
において，人間と協調・共存して作業を行うロ
ボットシステムの実現である。開発目標とした
作業は，プラント等の保守，建設機械の代行運
転，屋外建設現場での共同作業，高齢者介護等
対人サービスの支援，ビル・ホーム管理サービ
ス等である。1998〜2002年の５年間に45億円の
研究費が投じられた。
開発には，東北大，筑波大，東京工業大，東
京大，京都大，大阪大，広島市立大，ファナッ
ク，松下電工，富士通，日立製作所，安川電
土木コスト情報／2011・4月
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表６ コンソーシアム型建設技術研究例
研究機関
産総研
筑波大

所

属

知能システム部門

研

究

者

皿田滋主任研究員

研究目的・内容など
ズリ崩壊予測

システム情報工学研 坪内孝司教授
究科

自律誘導

中央大

理工学部精密機械工 大隅久教授
学科

バケットの掬込みメ
カニズム

東京電機大

工学部機械工学科

センサ

産総研

知能システム研究部
門

京都大

大学院工学研究科機 横小路泰義准教授
械工学専攻

栗栖正充准教授

上記大学を含め全 7 大学10研究室/12企業が参加 ……… 注

支援企業等

ホイールローダの掬込み 山祇研究会
〜積込み操作の自動化研 日立建機
究 ⑤写真 5

人間型ロボット技術とその摘用分野探求を目 H R P （ H u m a n
的 と し た 人 間 協 調 ・ 共 存 型 ロ ボ ッ ト の 研 究 Robotics Project）
，
（1998〜2002)
産業車両代行運転分野でバックホウ操縦,屋外
作業分野でプレハブ建築のパネル建込作業を
実験 ③写真15〜17

室蘭工業大

工学部建設システム 矢吹信喜准教授
工学/構造情報

構造物の幾何学的な情報と材料モデルを構築。 仏研究機関と共同
設計環境の統合化により，鉄筋同士の衝突，
鉄筋とコンクリートの距離などをチェック

東北大

大学院環境科学研究 高橋弘助教授

バケットホイールエキスカベータの自動化

立命館大

環境科学専攻地球開 建山和由教授
発環境学分野

空港港湾技術研究 施工・制御技術部
所

白石哲也室長
平林丈嗣研究官

接触情報を用いた水中作業機械の遠隔操縦， 佐伯建設
他
特許遠隔施工による施工システム

筑波大

知能機械システム専 岩田洋夫教授
攻
矢野博明准教授

筑波大

システム情報工学研 油田信一教授
究科

東北大

工学研究科

千葉工業大

未来ロボット技術研 副センター長
究センター

横浜国大

大学院環境情報研究 佐土原聡教授
室

崖崩壊予測システム

早稲田大

システム科学研究所 長谷川幸男教授

WASCOR，WASCOR‑IFプロジェクトビル建 2 大学，23企業が参
設ロボット導入
加

永谷圭司准教授

火山探査ロボット 計測自動制御学会の「活 国土交通省砂防部
火山エリア向け遠隔ロボット技術調査研究会」 砂防地滑センター
インロッド・ネット

アカサカテック
国土交通省

ビル建設ロボット化に向けた作業分析/国士舘
大
ビル自動化建設施工情報管理システム/青山学
院大
ロボット内装仕上げ工事システム設計 4 SCR
中部大

工学部情報工学科

カーネギーメロン
大学

藤吉拡亘教授
金出武雄教授

青学大 玉木欣也教授

白線と視線誘導標の 3 次元位置を用いた道路 デンソー
構造の認識

注：東北大，筑波大，東京工大，東京大，京都大，大阪大，広島市立大，ファナック，松下電工，富士通，日立製作所，安川電機，三
菱重工業，川崎重工業，本田技研工業，川田工業，清水建設，東急建設，綜合警備保障

機，三菱重工業，川崎重工業，本田技研工業，
川田工業，清水建設，東急建設，綜合警備保
障，製造科学技術センターの７大学と12企業が
参加した。
開発の成果は，新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）技術評価委員会による「人
間協調・共存型ロボットシステム研究開発」事
後評価報告書（案）概要」http://www.nedo.
go.jp/iinkai/hyouka/hyouka/10/3‑2‑8.pdf に
まとめられている。以下にその概要を紹介す
る。
①産業車両等の代行運転（写真20）
産業車両等の代行運転は搭乗運転を行ってい
る標準型建設機械の運転席に着座して遠隔操縦
によって代行運転（走行・運搬・掘削作業）を
行う。実験では，２種類の市販産業車両
土木コスト情報／2011・4月

写真20

産業車両等の代行運転
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写真21

屋外建設現場で
の共同作業

（フォークリフト，バックホウ）に搭乗した人
間型ロボットが遠隔操作によって建設機械を操
縦した。危険や苦渋な環境下での建設機械操縦
に活用可能である。
②屋外建設現場での共同作業（写真21）
屋外建設現場での共同作業は，人間の音声で
の指示や相棒の力加減を作業指令として，作業
対象物の位置や姿勢を把持方法として認識し，
双腕を協調させた作業を行う。長尺な荷物など
の傾きや揺れを抑えながら運搬する人間協調型
ロボットである。写真21では，作業者と協調し
てプレハブ式の建材を据え付けている。災害救
助，消防，維持管理作業用ロボットの遠隔操作
等の分野に活用可能である。
⑶

組合型共同研究

同じ開発目標を持つ同業者が集まって共同で研
究を行うタイプの研究コンソーシアムの事例とし
て，早稲田大学システム科学研究所長谷川幸男教
授（現名誉教授）が主宰された建設ロボット化共
同研究プロジェクト（WASCOR：Waseda
Construction Robot）及びWASCOR 国際研究

図５
ビル自動化
施工システム
表７
プロジェクト名

参加大学

フォーラムプロジェクト（WASCOR‑IF）があ
る。前者が建築作業のロボット化に対する具体的
な課題を共有した研究，後者が土木，建築を合わ
せた建設施工全般に対するロボット化の提言を
行った。両プロジェクトを併せたWASCOR両プ
ロジェクトは15年間，９大学，２団体，25企業が
参加した。研究成果は，長谷川幸男編著「建設作
業のロボット化」工業調査会 1999年にまとめら
れている。
上述の内，建設ロボット化共同研究プロジェク
ト（WASCOR）には，13の企業が参加，13年
間，ビル自動化施工を中心とした共同研究を実施
し，30を超える特許を生み出している。その成果
が各社の全自動ビル建設システムとして開花し
た。大学が研究施設と指導者，企業が課題，研究
者，研究資金を提供する産学共同研究である。共
通の課題を有する同業の企業の研究者の知恵を集
約する事で効率的に，総合自動化ビル建築システ
ムの提案やロボット化建築作業システム開発の各
種支援技法等の研究を行った。この成果は，同時
期に各社が開発したビル自動化施工システム，
ルーフプッシュアップ/竹中，スマート/清水，
T‑up/大成，ABCS/大林，あかつき/フジタ，
Big Canopy/大林，AMURAD/鹿島，ルーフロ
ボ/戸田，FECS/五洋等の工法開発に影響を及ぼ
している。
上記諸工法の内のAMURAD（AutoMatic Up‑
Rising construction by ADvanced technique）
工法（鹿島建設）では，建物の骨組みを上階から
施工し，１階分が完成すると順次ジャッキアップ
しながら骨組み作業を１階で行うので，機材搬入
が容易，高所作業がなく安全，完成した上階が屋
根となり天候の影響を受けずに施工できる。同一
フロアでの施工のため工場生産に近い環境で作業
を行う事ができ，自動機械やプレハブ化された部
材の採用による工数や工期の短縮と廃材の削減が
容易である。工程管理，品質管理も容易になり，
安全，高品質，廉価な施工が可能となる。ジャッ
キアップされた階で行う仕上げ作業にクレーン等

WASCOR及びWASCOR‑IFプロジェクト概要
参加企業

研究機関

備考

WASCOR

早稲田大
大林組，鹿島建設，熊谷組，佐藤工業，清水建 1982.10〜 Ⅰ〜Ⅳの 4 段階で展開
Purdur U, USA 設，大成建設，竹中工務店，東急建設，戸田建 1995.11
武蔵工業大
設，間組，フジタ，日立造船，コマツ（13社） （13年間）

WASCOR‑IF

早稲田大
海外大学 5 校

大林組，大本組，鹿島建設，熊谷組，佐藤工 1996.4〜
業，清水建設，竹中工務店，西松建設，フジ 1998.3
タ，前田建設工業，向井建設，山崎建設，日建 （ 2 年間）
設計，コマツ，新キャタピラー三菱，日立建
機，三菱重工業，ソキア，トステム，安川電
機，先端建設技術センター，日本建設機械化協
会（20社， 2 団体）
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の揚上機が専有するため待ち時間のない効率的な
内装作業を行う事ができる。図５に，AMURAD
工法によるビル自動化施工例を示した。最下層に
ジャッキアップ機構が構築されている。配線工事
では，電線を設置長に合わせ事前に切断，端子処
理を行っておくユニットケーブル方式での工期短
縮と廃材削減も行われている。
ビル自動化施工では，骨組みと内装作業現場の
上下階分離，揚上部材の大幅な削減，プレ加工と
プレハブによる廃材の極少化等により作業手順が
単純化される為，工程計画，人員と部材手配，部
材搬送，施工，品質等の情報の一元管理が可能と
なる。シミュレーション技術等を駆使した高度な
情報化施工の実現で，調達や施工上のトラブルが
発生した場合への最適な対処が可能となる。
表７に，WASCOR両プロジェクトの参加企業
等，研究期間を示した。

2.4 研究の持続性
⑴

大学での研究の特徴

大学での研究の特徴のひとつに研究の持続性が
ある。収益重視の民間企業では，市場性が無けれ
ば直ちに研究開発や販売を中止するが，大学で
は，研究テーマとしての価値があれば，継続して
研究を行う。研究者のライフワークとして数十年
単位で同じ研究テーマを追い続けている事例もあ
る。
実用化の基盤が整わない段階から基礎的な研究
が行われていれば企業化が容易となる。学会等で
発表される技術報告を企業側が評価し，市場的な
背景が整った段階で大学が達成した技術を下支え
として製品化を行う仕組みである。ビル自動化施
工システム，ホイールローダの自動化システム，
油圧ショベルの半自動化システム等がその事例で
ある。
大学の研究室での研究の持続性を評価するため
に，表８に，過去20年間に国内で開催された国際
建設ロボットシンポジウム（ISARC）での大学
の発表テーマを示した。
⑵

継続した研究による成果例

a. ビル自動化施工システム
上述の「ビル自動化施工システム」に関連し
た研究発表（表８）が1988〜1996年まで９年間
継続している。この間，1990〜1996年にプロ
ジェクト参加した各社を中心に自動化施工シス
テムを発表（竹中，清水，大成，前田，大林，
フジタ，鹿島，五洋など）し，実施工も行って
いる。但し，自動化施工の実績は各社の実験施
工に留まっている。全自動ビル建築の採用で，
土木コスト情報／2011・4月

工期や人員が数十％削減されるとされている
が，実現には，上層階を持ち上げるジャッキ機
構，最上階の仮設屋根，資機材の揚上装置等の
設備投資が必要で少数の実績ではメリットを出
せない。ビルのサイズ毎に異なる設備が必要
で，個々に設計が異なる民間で受注するビルで
はメリットを出し難い。ビル自動化施工システ
ムの普及には独立行政法人都市再生 機構など
公的な施工者が標準化された多数の建物の建築
に用いて先鞭をつける必要がある。自動化に向
いた建物の設計など更なる研究が必要である。
b. ホイールローダの完全自動化システム
ISARC 2006年では，山祇研究会の「ホイー
ルローダの完全自動化システム」に関わる５研
究課題が発表されている。本研究に関しては，
このシリーズの⑤で紹介をした。表８の段階で
は，スケールモデルを用いた実験であったが，
現在は実機「山祇４号」を用いた実験も行われ
ている。研究の成果は，以降，建設用ロボット
シンポジウム論文集，ロボット学会誌等での発
表が行われている。
c. 油圧ショベル
油圧ショベルは，直列に接続され，各々が円
弧運動をするブームとアームの先にバケットや
把持装置などの作業機構が装着されている。上
部旋回体を含め４自由度を持つ作業装置で，法
面の整形などの直線施工を行うには長年の経験
に立脚した高い技能が求められる。高齢化の進
展などでの熟練オペレータ不足を補うために，
操縦系の改善が求められている。
油圧ショベルの操縦の容易化に関連した研究
として下項がある。
① バケットに対する地盤の反力を操縦桿に反
映させる。
② ①の感知精度を向上させて管路など埋設物
の存在をオペレータに知らせる。
③ ブームやアームの動きの微速制御システム
を開発し高精度な仕上げ作業を可能とする。
④ 左右の手で操縦している現状の操縦系を１
本レバーに統一して片手運転を可能とする
（モノレバー）。
⑤ １本化された操縦桿を３次元空間で動く様
にして操縦桿と作業装置の動きを同期させ操
縦桿を空間で直線に動かすと作業装置も追従
して直線運動をする。
⑥ 油圧ショベルと作業装置の動きを側面から
見た擬似（シミュレーション）画面をオペ
レータに提示する。
⑦ ⑥に掘削や整形を行う法面や地盤の形状を
加え，作業装置と作業対象の位置関係をオペ
レータに知らせる。
⑧ 掘削や旋回運土などの単純作業部を自動化
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表８ 国内開催のISARCにおける大学が関連した研究課題の変遷と研究の継続性

課題
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

発表の内容
建設施工自動化・ロボット化の現状，将来，課題，効果
地下ライフラインの維持管理
WABOT‑HOUSE研究所の紹介
プロジェクト管理におけるリスク分担
人とロボットの協調の在り方
建設と車の生産プロセスの差異分析と新提案
ビル建設ロボット導入
ビル建設施工ロボット化に向けた作業分析
ビル自動建設施工情報管理システム
PCを用いた建設ロボット管理
エキスパートシステムと施工計画
建設施工用シミュレーションシステム
床面昇降による建設空間確保
施工管理と 3 D‑CAD，バーチャルリアリティ，RFID，映像
木造住宅向けCAD‑CAMシステム
衝突回避法を用いたモジュラー構造物の組立
建築用 2 次元移動型クレーン
クレーンと産業ロボットによる重量物ハンドリング
IDタグを用いた建設部材の位置姿勢推定
RFIDタグ付建材で材料・施工等ライフサイクル管理
ホイールローダスケールモデルの軌道制御
自律型ホイールローダによる積込システム
ホイールローダ岩石の自律掬い込み作業時の外乱監視
バケット掬い込み作業時の岩石山の反力分析
履帯系車両のバーチャルモデルの軌道制御
ブレーカによる岩石破砕の対象認識と最適位置制御
パイプライン検査ロボット
6 脚マニピュレータロボット
3 Ｄ映像等によるクレーン操縦支援
空調検査ロボットの視覚ナビゲーション
可変ベクトルプロペラを用いた小型水中移動体の開発
プレハブ壁材を用いたビル壁面ロボット施工
壁面検査用歩行ロボット
壁面塗装ロボット
壁面昇降型窓清掃ロボット，未来機械
建設施工用自動走行車両
重量物搬送用 4 脚移動ロボット
フォークリフト型階段昇降ロボット
段差を昇降する 6 脚ロボット
ヒューマノイドロボット
パワーアシストスーツによる搬送作業支援
スクレーパカッティングエッヂの数値制御
軟弱地盤におけるブルドーザの最適操縦
ファジー理論を用いたブルドーザブレードレベル制御
隔壁掘削自動化システム
掘削機と地盤の反力予測
自動削孔機を用いた発破作業
リアルタイムネットワークを用いたバイラテラルアームロボット制御
屋内解体作業用破砕機械の作業性の評価と改善
熟練オペレータによるバックホウ操縦技術の解析
バイラテラル型水中バックホウ
遠隔操縦バックホウの操縦性評価
バックホウの操縦性の改善（モノレバー）
バックホウのバケットに埋設物探知/映像と力センサ
車載型 3 次元路面形状計測

発
東京理科大
香川大
早稲田大
京都大
京都大
京都大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
早稲田大
東京大
東京工業大
東京大
東京大
大阪大
大阪大
筑波大
中央大
東京電機大
産総研

東京理科大
名古屋大
名古屋大
名古屋大
長崎大
東京理科大
宮崎大
東京電機大
香川大
大阪大
香川大
産業技術短大
大阪大
大阪大
名古屋大
東北大
愛媛大
愛媛大
愛媛大

山口大
慶応大
慶応大
東京大
筑波大
空港港湾技術研究所
東北大
東北大
早稲田大
国土総合研究所
3 Ｄカメラによる道路白線高精度認識
早稲田大
複数センサの組合せによる防波堤の観察
東京大
転圧作業における地盤評価法
京都大
固定及び移動カメラの協調監視による施工現場の安全空間 大阪大
の確保
RFIDタグ等を用いた施工現場の安全管理等
筑波大
音源探求による周辺理解
名古屋大

表

者

開催年・報文掲載頁
1988

1992

239

63

1996

考

30,293
152
381
388
371

郵政公社
213
259

105

長谷川教授WAS
CORプロジェクトに
展開特許出願：31

925
411

玉木教授
嘉納教授

521
三菱地所
加藤構造技術研究所

176
430
357
853
661
747

879

新井・大隅

名古屋市大
清水建設
日立建機

164
365
466
472
476
482
487
887

コマツ
新菱冷熱
佐世保高専
建築研究所

備
大林教授

NTTインフラネット

国士舘大
青山学院大
青山学院大

2006

山祇研究会
メンバーによる
発表

福田教授
261
581
66

長崎産業技術センター

441
581

西松建設

573

柿倉教授
215

249
221
206
225
517
523

新井教授

587
717

室教授，他
793

立命館大

285
625

間組
鹿島建設
日立建機
理化学研究所
佐伯建設

285

鴻池組

548
822
543
36
52

山崎建設

215
547

施工技術総合研究所
三菱電機
三菱電機
東京海洋大
前田建設
福井大
名古屋市大
産総研

569

早稲田大，他

675
72
645
182
158
325

注：転・就職などで結果的に共同発表の形態となった事例も含む
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する。
その他
油圧ショベルに関連した研究として，上述の
他，ブームとアームを２組持つ双腕ショベルの
研究がある。双腕化によって，土嚢など設置，
建物の解体，矢板などの建込みなど従来は補助
作業者が必要であった作業を１台でこなせる。
⑨

3．土木作業ロボット化の推進
3.1 特殊環境下でのロボット化とその技術
展開
建築分野ではコンピュータの中に仮想の建築物
を構築し，持込むプレハブ部材のサイズ，部材の
持込みや組込み手順，投入施工機械の最適化など
を机上で検討するバーチャルコンストラクション
が実施工でも採用されている。鉱山においても
「マイニングシミュレーション」など砕石現場全
体の計画・管理システムが存在する。土木分野で
の運搬車両群の最適運行シミュレーション等の特
定の工種でのシミュレーション例は存在するが，
全工事を網羅したシミュレーションモデルは存在
しない。造成工事など，バーチャルコンストラク
表９
分野
建築
農業

電力
林業
鉱業

運輸
海洋
工業
医療
福祉
家事
防災
宇宙

ション，マイニングシミュレーション，ビークル
＆フリーとシミュレーション等を統合した計画・
施工管理システムが存在しても良いのではない
か。
自動化に関しては，農業分野では，整備された
圃場は方形で毎年同じ場所で，同じ作業の繰り返
しであり，ロボット化の研究が進んでいる。建設
業より先に高齢化が進み，ロボット化のニーズも
高い。トラクタの自動運転が採用される条件は
整っている。
建設分野でも，無人化施工現場において，転圧
機械やブルドーザの自動運転の実験が行われてい
るが一過性の実験で技術として蓄積されていな
い。ブルドーザは歴史的に見て，農業用トラクタ
から発展したもので履帯など構造的な共通性が高
い。ロボットトラクタの自動化技術をブルドーザ
の自動運転に転用するのが得策である。海外や国
内の大型の露天掘り鉱山で一般化しているダンプ
トラックの無人走行も建設事業者として注目すべ
き技術である。シリーズ⑪で紹介した，火山や地
震などの災害時の調査ロボットは，月面での探査
作業を想定して開発されたロボットの技術が転用
可能である。写真22の「ローバー」は，ステレオ

異分野ロボット技術の土木ロボットへの導入の可能性

活用可能な技術例
バーチャルコンストラクション
農業用トラクタ自律走行・作業
複数台の知能ロボットが相互に通
信しながら協調作業するシステム
農業支援のためのパワースーツ

農薬散布用ラジコンヘリコプタ
高圧線調査用無人ヘリコプタ
脚，脚輪など急峻地での作業が可
能なロボット
発破作業用の自動掘削機
無人ダンプトラック
自動積込機械
水中バックホウ操縦支援システム
水中構造物の点検
マニピュレータロボット
機能的電気刺激による遠隔操縦装
置
パワーアシストスーツ
家電店でも販売している掃除ロ
ボットの技術
レスキューロボット
消防活動支援協調ロボット
月面探査用無人移動車

土木分野での活用案
土木施工シミュレーション等
ブルドーザ無人走行他
土木工事における機械間協調

開発機関
早稲田大
北海道大，他
北海道大
他・・・①
北海道大，農工大
学，他

土木工事における部材搬送。コンク
リート 2 次製品などの大型化，腰痛
対策
空撮，測量，調査用ラジコンヘリコプタ
火山，地震等災害時調査/自律帰還型
不整地現場作業など
東北大，他
山岳トンネルの切羽
大規模土工事の土砂搬送に導入
ずり積込などへの導入
遠隔操縦建機の操縦支援システム
水中構造物の清掃，補修
土木ロボットの作業腕
建設ロボットに導入。未熟練者でも
繊細な作業を行える
苦渋姿勢搬送支援
コンクリート表面仕上，転圧，グ
リーンカット，施工現場清掃など
火山探査⑪の技術を床下や点検ロ
ボット開発に展開
火山，地震等災害時調査

山口大，他
建設機械メーカ
山祇研究会

備

研究継承されて
いない

注１，他

秋田大，他
・・・②
注２

③，⑧

注１：中央大，東京電機大，筑波大，産総研が参加した共同研究組織
注２：名古屋大，筑波大，神奈川工科大等多くの大学が研究を行っている。研究の対象は介護支援が主である
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写真22 月面探査車両
（ローバー）

カメラや科学観測機器などを搭載し，自己位置の
計測，地図の作成，障害物を回避する自律走行，
地球からの遠隔操作によって移動探査を行う。表
９に，異分野ロボット技術の土木ロボットへの導
入の可能性を列記した。

4．おわりに

④競争的資金等の積極的な活用
建設施工の高度化に特化した新たな支援の仕
組み創設などの研究支援を行う。
大学は，成果を競い合っている企業とは異な
り，学会活動などを通じた連携が可能である。
競争的資金の提供などを通じて研究室間の協調
を促進する事も土木作業のロボット化実現を促
進する手立てとなる。
競争的資金は「科学技術の研究開発のため
に，研究機関や研究者から研究計画を出させ，
第三者による審査を経て優れた計画に優先的に
配分する資金」で国・政府系関係機関による競
争的研究資金等は「http://www.hokudai.ac.jp/
sangaku/jyosei/kyousou̲sikin.html」に公示さ
れている。

土木作業のロボット化を推進するためには，現
場での課題を抱えている土木施工者が積極的に大
学との連携を行う，土木ロボットの商品化を行え
る企業を育成する，共通な課題を持つ研究室間の
連携を行う仕組み作りなどが必要である。土木ロ
ボットを開発する企業も，マスマーケットを対象
に標準型の建設機械を量産する大手メーカより小
回りの効くベンチャー企業の育成も課題である。
全国の大学で，土木施工のロボット化に活用可
能な研究が行われている。これら研究成果を基に
した施工ロボットの商品化には下項が必要であ
る。

⑤各大学に設置されている産学連携推進組織の活
用
「大学等における技術に関する研究成果の民
間事業者への移転の促進に関する法律（TLO
法）1998年５月６日法律第52号」に基づいた文
部科学大臣と経済産業大臣による特定大学技術
移転事業の実施計画の承認を受けた産学連携組
織が大学に設置されている。大学等から生じた
研究成果の産業界への移転を促進し，産業技術
の向上及び新規産業の創出を図るとともに大学
等における研究活動の活性化を図ることが目的
である。

①大学等公的研究機関による建設施工高度化技術
研究成果の施工現場への導入促進。
大学等の研究テーマと施工現場のニーズや
シーズの橋渡しを組織的に行い，開発過程での
実証実験現場の提供などの協力を行う（活火山
エリアに於ける遠隔ロボット技術研究が国土交
通省砂防部の協力を得て研究展開中）。

⑥建設施工技術高度化を実現するための人材育成
としての評価
建設作業のロボット化研究には，施工手順の
解析，ロボット本体・制御装置・センサ類・ソ
フトウエアの設計と製作，実証実験等，現場と
の連携が必要である。研究に参加する学生は，
ロボットの製作と試行現場での実験を通じて，
物作りとインターンシップ（就業体験）の体験
を同時に行う事となる。

②研究組織間の技術交流の促進やコンソーシアム
型研究の支援を行う。
重複研究が統合され，研究者は専門分野に特
化した研究に専念し，研究の継続性が確保でき
る。
③研究の継続性の確保
大学の研究テーマは研究者の転属や退職によ
り途絶するケースが多い。研究事実の公知，コ
ンソーシアム型研究展開，公的研究支援等に
よって研究を持続させる。課題の後継者がいな
い研究者が転職を行う場合に研究用の機材を引
き続き使用できる仕組み作りも必要。研究者の
退職後，機器は朽ち果て，次大学での研究継続
も叶わないケースが一般的である。
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