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はじめに 

 

海外炭開発高度化等調査は、我が国への海外炭の安定的かつ低廉な供給確保に資するた

め、主要産炭国の石炭生産動向やインフラ整備状況及び主要消費国の石炭消費動向等に係

る最新の情報収集・分析を実施し、本邦民間企業等へ情報提供することを目的としている。 

 

2000 年代に入り、新興国、特に中国の経済発展を背景にした石炭輸入の急増により 2000

年代後半に石炭価格は高騰した。これに伴い、炭鉱開発費や操業コストが上昇した。特に人

件費の高騰は著しく、高給を払ってもダンプトラックなどの重機の熟練運転員の確保が難

しくなった。この状況は鉄鉱石鉱山でも同様で、Rio Tinto 社のように豪州の鉄鉱石鉱山に

おいてダンプトラックの無人化を行った鉱山会社がある。 

2011 年をピークとした石炭価格の下落に伴い、鉱山会社各社には更なるコスト削減が求

められた。各社は様々なコスト削減を実行しているが、その中でも、重機等の鉱山用機器の

自動化や IoT 技術を活用した技術導入が検討されており、コスト削減と安全性確保の重要

な手段となりつつある。 

重機メーカーによる大型トラックの自動化や遠隔地からの衛星を経由した運転状況の監

視技術、運行管理システム等の実用化を受け、資源メジャーの中には、これらの技術導入に

より独自の技術開発を推進し、鉱山現場での安全対策や積極的なコスト削減を図っている

が、資源メジャー以外でも多くの大手資源会社が自動化技術の導入を検討している。また、

今後自動化技術は、AI の導入により更に進んだシステムの開発が進むものと予想される。 

このような状況のもと、日系企業の炭鉱操業や今後の新規開発における現場改善、生産

性・経済性の向上及び競争力強化の一助とするため、炭鉱操業におけるニーズや適用可能な

技術並びに鉱山用機器自動化の導入状況や自動化技術動向等を明らかにすると共に、将来

の見込み、問題点等を調査・検討した。 

 

 

本調査結果が、我が国の石炭需要家や商社をはじめ、石炭取引に係る企業等の参考になれ

ば幸甚である。 
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要 約 

 

1. 成果報告書では様々な情報通信に関する用語が使われているため、情報通信技術に関す

る用語を含めた用語集として整理するとともに、鉱山機器自動化で活用されている情報

通信技術、画像処理技術及びドローンなどの実用化されている機器の基礎知識と基礎技

術を整理した。これら技術は鉱山において、生産、保安、鉱山計画、測量などに活用され

ている。 

2. 国内の土木・建築現場では、建設・土木作業従事者が減少しており、国土交通省では、

「ICT の全面的な活用（ICT 土工）」等の施策である i-Construction を推進している。

土工における調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産

プロセスにおいて、三次元データを一貫して使用する ICT を全面的に導入し、土工にお

ける抜本的な生産性の向上を図るとし、国策として省人化を進めている。 

3. 国内建機メーカーは、建設機械の ICT 導入による自動化・省力化を進めている。稼働機

器の管理システム（GPS などを使い、機器から発信される稼働状況や位置情報、メンテ

ナンス情報などをリアルタイムに確認するためのシステム）に加え、i-Construction に対

応したサービスの開発を急いでいる。 

4. 豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO）では、鉱山機器の自動化に取り組んでいる。具体

的には、坑内掘長壁式採炭の自動化、坑道掘進のコンティニュアスマイナー自動化、ロッ

クボルト打設機の自動化の開発、カメラとレーザーを使用した 3D マッピングも研究し

ている。ステレオカメラで坑内の坑道や露天掘ピットの岩壁面の精密な 3D 画像を作成

することができ、岩石の性状や断層、亀裂も自動で検出可能である。 

5. CSIRO、大学、重機メーカー、鉱山会社等で構成されている Mining3 の活動のゴールは、

鉱山機械技術のブレークスルーと開発した技術、機械の商業化、商品化である。調査研究

の分野は採鉱に関しては、発破、掘削、運搬、クラッシング等の自動化、具体的にはショ

ベル等の無人運転を研究している。Hunter Valley の Rio Tinto の炭鉱では穿孔ドリリン

グの自動化を導入している。 

6. 鉱山用重機メーカーは鉱山のダンプトラックやショベルなどの重機を管理するシステム

として、保守管理、重機位置確認、省エネ管理等に対して ICT の技術を活用している。

この管理情報は顧客である鉱山会社、重機メーカー、重機メーカー代理店等が遠隔地で

も把握が可能なシステムである。 

7. 鉱山用重機メーカーはダンプトラックの配車を最適化するシステムとして車両運行管理

システムを提供している。ネットワークの高速性、安定性が課題でありセキュリティ対

策も重要になっている。鉱山会社では、上記管理システムに加え、発破、掘削、運搬など

の様々な鉱山管理システムを導入し、鉱山操業の最適化を指向している。 

8. コマツは 2008 年に無人ダンプトラック（AHS: Autonomous Haulage System）を実用

化した。Caterpillar は 2012 年に Pilbara 地域の鉄鉱石鉱山に AHS を導入したが有人ダ
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ンプトラックとの併用で使用されている。導入した鉱山によれば、AHS を導入すること

により 20%の生産性の向上があった。日立建機は 2012 年から AHS の開発を進めてお

り、豪州の炭鉱に複数台の AHS 搭載ダンプトラックを持ち込み、実用化試験を実施して

いる。 

9. Rio Tinto が豪州西オーストラリア州 Pilbara 地域で開発している鉄鉱石鉱山では 2008

年にコマツの AHS が導入されており、約 1,500km 離れた Perth のオペレーションセン

ターで遠隔監視している。センターでは、Pilbara 地区の鉄鉱石鉱山の採掘、選鉱施設等

プラント、鉄道、港湾、ユーティリティー等あらゆるデータを監視し、センターから現場

に指示、あるいは制御が可能となっている。Rio Tinto によれば、本システムを導入する

ことによって 12%のコスト削減効果が出ているとしている。 

10. 現地調査を実施した Rio Tinto Hope Downs 4 鉄鉱石鉱山では、コマツの無人ダンプト

ラック（型式 830E）20 台が稼動している。2017 年 1 月時点で 3 つの鉄鉱石鉱山で合計

72 台のコマツ製無人ダンプトラックが導入されている。Rio Tinto の鉱山で稼動してい

るダンプトラックのおよそ 2 割程度を占める。安全性の観点から有人ダンプトラックと

無人ダンプトラックを一緒に動かすことはせず、無人ダンプトラックを導入した鉱山で

は全て無人ダンプトラックだけで運行している。鉄鉱石は有人ショベルで無人ダンプト

ラックに積込みするが、ショベル運転手はデータ通信によって掲載量を把握でき、無人

ダンプトラックに発車指示を送るとのことである。無人ダンプトラックの停車位置は、

Perth のオペレーションセンターまたは現場から指示できる。 

11. 西オーストラリア州では、無人ダンプトラックによる採掘の安全を確保するための Code 

of Practice（実施規準）が州政府と鉱山会社、メーカーの協議により作られている。無人

ダンプトラックを採用している鉱山は Code of Practice を遵守している。 

12. BHP Billiton も Rio Tinto と同様に Pilbara 地域の鉄鉱石鉱山の操業を最適化する目的

で Perth にオペレーションセンターを設置している。さらに、炭鉱における操業最適化

を目的としたオペレーションセンターを Brisbane に設置した。センターでは、日本企業

参入の BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance) と BMC (BHP Billiton Mitsui Coal)が

操業している炭鉱や Hay Point 石炭ターミナルなどの操業データをリアルタイムで収集

し、石炭事業の操業最適化、生産最適化、それに伴う持続的な生産と競争力強化を図って

いる。また、センターではフリート管制によって重機の状況を監視し、メンテナンスを最

小限にすることが可能である。 

13. 坑内採掘の自動化システムでは、長壁式採炭、柱房式採炭、ハイウォール採炭、さらには

坑内支保としてのボルト打設において無人化・省力化が着実に進んでいる。長壁式採炭

では INS（Inertial navigation system）によるドラムシェアラーの 3D 位置検出等によ

って、ドラムシェアラーの自動運転が実現しており、切羽における作業員の大幅な労力

削減を可能にし、30 人必要な人員が 5 名で行えるようになった。さらに、CBM 回収で

は、MWD（Measurement While Drilling）と呼ばれるボーリング技術の向上により垂直
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方向から炭層への水平方向のボーリングが可能となり CBM 回収率が増加している。 

14. 石炭価格は 2011 年をピークとして下落し、炭鉱の閉山、再編が始まり、多くの炭鉱で鉱

山労働者の解雇の報道が目立ってきたにも関わらず、鉱業分野の給与水準は高いままで

ある。高い給与を補償されているにも関わらず、鉱業分野への就職を目指す学生が減っ

ている。このような背景から、鉱山において人材確保に益々困難が予想され、無人化・省

人化に向けた鉱山自動化への動きは継続するであろう。 

15. 国際石炭メジャーと海外に炭鉱権益を持つ日本企業へのヒアリング調査では、最もニー

ズがある自動化技術は無人ダンプトラックであった。しかしながら、無人ダンプトラッ

クを導入するには、鉱山の規模が大きいこと、無人ダンプトラックに適合した鉱山レイ

アウトが必要なことなどの課題があることがわかった。 

16. 鉱山機器の ICT 化によって、ビッグデータを収集している時期である。このビッグデー

タを活用するために、ディープラーニングという手法を取り入れ、人工知能も活用して

いくことが期待されている。鉱山においては、無人化・省人化に向けた技術開発が進めら

れているが、将来的には完全無人化による操業も不可能ではないと考える。 
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SUMMARY 

 

1. As this report uses a variety of telecommunications terminology, a list of these terms 

has been provided along with general knowledge and technology relating to the 

equipment deployed, including drones, image processing, and the telecommunications 

used in autonomous operation of mining equipment. These technologies are utilized 

at mines for things like production, safety, mine planning, and surveying. 

2. With the number of workers in the Japanese civil engineering and building workplace 

falling, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism is promoting an 

i-Construction policy for the comprehensive adoption of ICT (construction using ICT). 

It is pursuing a national policy of reducing construction manpower requirements 

through the comprehensive adoption of ICT with integrated use of three-dimensional 

data across all construction work processes, from exploration and surveying through 

to design, implementation, inspection, maintenance, and refurbishment, in order to 

achieve dramatic improvements in construction productivity. 

3. Japanese manufacturers of construction machinery are incorporating ICT into their 

machines to achieve automation and labor savings. In addition to develop systems for 

managing operational equipment (systems for the realtime acquisition of operational, 

positional, and maintenance data sent from the machines using GPS and other 

communication networks), the manufacturers are also expediting the development of 

services for i-Construction. 

4. Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

is working on the autonomous operation of mining machinery. Specific examples 

include the development of autonomous operation for underground longwall coal 

mining, continuous miners for drift excavation, and rock bolt driving machines as well 

as research into 3D mapping using cameras and lasers. Stereo cameras are able to 

obtain accurate 3D images of underground drifts or the rock faces of opencast pits and 

these can be used to automatically determine the condition of the rock or identify 

faults or fissures. 

5. The goal of the Mining3 collaboration between the CSIRO, universities, heavy 

equipment manufacturers, mining companies, and others is to achieve breakthroughs 

in mining machine technology and the commercialization and transformation into 

products of the technologies and machinery developed. Mining-related research topics 

cover the autonomous operation of blasting, excavation, transportation, and crushing, 

and includes research into driverless operation for shovels and other machines. The 

autonomous operation of drilling has been adopted at a Rio Tinto coal mine in the 
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Hunter Valley. 

6. Manufacturers of heavy mining machinery are applying ICT to maintenance 

management, machine location confirmation, and energy efficiency management in 

the form of managing systems for dump trucks, shovels, and other heavy equipment. 

The systems allow manufacturers’ customers, mining companies, and the 

manufacturers and their agents to obtain the associated information remotely. 

7. Manufacturers of heavy mining machinery are supplying vehicle operation 

management systems that optimize the deployment of dump trucks. The challenges 

include network speed and reliability, with security measures also being important. 

In addition to these dump trucks deployment systems, mining companies are also 

seeking to optimize their mining operations by adopting a variety of other 

management systems for things like blasting, excavation, and transportation. 

8. Komatsu developed an autonomous haulage system (AHS) for dump trucks in 2008. 

Caterpillar introduced AHS at a Pilbara iron ore mine in 2012 where it operates 

alongside dump trucks driven by workers. AHS has delivered productivity 

improvements of 20% at the mine where it has been introduced. Hitachi Construction 

Machinery has been developing AHS since 2012 and has delivered a number of dump 

trucks fitted with this capability to a coal mine in Australia where it is conducting 

feasibility testing. 

9. Rio Tinto has introduced the Komatsu AHS at iron ore mines in the Pilbara region of 

West Australia since 2008 and conducts remote monitoring from an operation center 

in Perth, approximately 1,500km away. The operation center monitors data from a 

variety of sources, including mining, concentration and other plants at the Pilbara 

iron ore mines as well as the railway, port, and utilities, and is able to issue 

instructions or perform control of the equipment. According to Rio Tinto, the system 

has achieved cost savings of 12%. 

10. At the Rio Tinto Hope Downs 4 iron ore mine where we visited for on-site survey 20 

Komatsu AHS dump trucks (Model 830E) are in operation. As of January 2017, a total 

of 72 Komatsu AHS dump trucks are in use across three iron ore mines. The AHS 

dump trucks account for about 20% of all the dump trucks at the Rio Tinto mines. 

Driver and driverless dump trucks do not operate together for reasons of safety, and 

therefore mines that have adopted driverless AHS dump trucks use them exclusively. 

Driver-operated shovels are used to load AHS dump trucks at iron ore mines. In this 

case, the shovel operator is able, via a data communication link, to read the amount 

loaded and instruct the AHS dump truck when to depart. Where the AHS dump truck 

is to stop can be specified either from the Perth operation center or at the mine site. 
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11. In West Australia, the state government has established a code of practice to ensure 

the safety of mining using AHS dump trucks in collaboration with mining companies 

and equipment vendors. Mines that use AHS dump trucks comply with this code of 

practice. 

12. Like Rio Tinto, BHP Billiton has also placed an operation center in Perth to optimize 

the operation of iron ore mines in the Pilbara region. It has also established an 

operation center in Brisbane to optimize the operation of coal mines. This latter center 

collects operational data in real time from mines operated by the BHP Billiton 

Mitsubishi Alliance (BMA) and BHP Billiton Mitsui Coal (BMC), in which Japanese 

companies participate, as well as from the Hay Point coal terminals and others. The 

objective is to optimize the operation of the coal business, optimize productivity, and 

thereby to achieve lasting improvements in production and competitiveness. The 

center is also able to keep maintenance to a minimum by using fleet management to 

monitor the heavy machinery. 

13. In terms of autonomous operation systems for underground mining, solid progress is 

being made on labor-saving or autonomous operation in longwall face, room and pillar, 

and highwall mining and also in bolt setting for underground supports. The operation 

of drum shearers in longwall face has been successfully automated through the use of 

an inertial navigation system (INS) for the three-dimensional positioning of the drum 

shearer, bringing a significant reduction in workforce at the longwall face from 30 to 

five. Also the coal bed methane (CBM) recovery rate has been improved by enabling 

vertical to horizontal boring into coal seams thanks to improvements in a boring 

technique called measurement while drilling (MWD). 

14. Despite the coal price having fallen from its peak in 2011 and with coal mine closures 

or restructurings starting to appear along with a noticeable increase in news of mine 

worker layoffs at numerous mines, level of wages in the mining industry remain high. 

Despite being compensated by high wages, the number of students who are looking to 

work in the mining industry is decreasing. Given this background, it is predicted that 

mines will find workforce recruitment to be increasingly difficult, and therefore effort 

on autonomous mine operation aimed at labor-saving or unmanned is likely to 

continue. 

15. Hearing from coal majors and Japanese companies with overseas coal interests found 

that the automation technology in greatest demand was AHS dump trucks. It was also 

found, however, that the introduction of AHS dump trucks is dependent on factors 

such as mines being large enough and having a suitable layout such as road width. 

16. The current practice of collecting big data is made possible by the incorporation of ICT 
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into mining equipment. It is anticipated that artificial intelligence, incorporating deep 

learning techniques, will also be used in order to put this big data to use. With mines 

continuing to work on the development of technologies for labor-saving or unmanned, 

the possibility of completely autonomous operation in the future cannot be ruled out. 
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CM: Continuous Miner コンティニュアスマイナー：石炭切削設備、主に柱房採炭、坑道掘進で使用される 

Continuous bolter miner Roof Bolter を搭載した CM 

CSIRO: Commonwealth Scientific and 

Industrial. Research Organization 

豪州連邦科学産業研究機構：豪州の石炭産業を含む研究機関 
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FMS: Fleet Management System 車両を運行管理するシステム 
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GIS: Geographic Information System 地理情報システム：地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合
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標値を求める測位方法 

HWM: High Wall Mining ハイウォール採炭：露天採掘の残壁（ハイウォール）から石炭を採掘する採炭方式 

ICT: Information and Communication 

Technology 

情報通信技術 

IMU: Inertial Measurement Unit 慣性計測装置：運動を司る 3 軸の角度（または角速度）と加速度を検出する装置。測量の場合、GPS で

航空機の位置を、IMU で航空機の姿勢傾きを同時に観測し、写真撮影やレーザー計測の効率化を図る 

IoT: Internet of Things モノのインターネット：センサやデバイスといった「モノ」がインターネットを通じてクラウドやサー

バに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み 
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IP: Internet protocol インターネット上でのデータ通信の方法を定めた規約 

IPv6: Internet Protocol Version 6 IP アドレスが約 2128（約 340 澗 = 3.4×1038）個使用可能 

INS: Inertial navigation system  慣性航法装置：原理は、加速度計で検出する加速度を積分することで速度を、速度を積分することで距

離を求める一方、ジャイロで方角を検知し、移動距離と方角のベクトルを細分点ごとに合成してゆく 

LASC: Longwall Automation Steering 

Committee 

豪州での長壁式採炭切羽の自動化を推進する委員会 

LASC-CM LASC により開発された長壁式採炭切羽での自動化技術を CM に取り込んだ技術 

Leaky Feeder 漏洩給電線:電波を漏らすことで、地下空間などの区域によって WiFi などとの接続を可能にしたケー

ブル 

Long Wall Mining 長壁式採炭：炭層を連続的に矩形に採掘する採炭方式。一列に採炭設備を据え付ける  

MWD: Measurement While Drilling 掘削中にビット直下に配置した各種センサで方位、傾斜、ツール･フェイス（ビットの向き）、荷重、

トルク、温度、圧力等の坑底データを計測し、計測データをリアルタイムに地上へ伝送する機能 

PMC-R Roof Support Control Caterpillar 社が開発した自走枠自動化システム 

PTM: Hydraulic Pushbeam Transfer 

Mechanism 

Caterpillar HW300 において CM に連結されたスクリュー式コンベアの名称 

Punch Mining パンチ・マイニング：ハイウォールから自走枠、CM などで石炭を採掘する採炭方式 

RGB 値 赤・緑・青の各要素がどれだけ含まれているかを数値化した値で R が赤色・G が緑色・B が青色 

Roof Bolter 天井の支保としてのロックボルト打設する設備 

Room and Pillar Mining 柱房式採炭：炭層を碁盤目状に掘削し、1 区画の採炭が終了すると、残炭柱を奥部から回収してくる採

掘方式 

SPMS :Shearer Position Measurement 

System 

ドラムシェアラーの位置を自動的に検出するシステム 

Shuttle Car シャトルカー：石炭を運ぶ運搬車、荷台がある 
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UAV: Unmanned Aerial Vehicle 無人航空機：飛行機、回転翼航空機等であっても人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または

自動操縦により飛行させることができるもの（超軽量のものを除く） 

WiFi Wi-Fi Alliance によって認定された、無線 LAN の規格 

ZigBee 低コスト、低消費電力でワイヤレスセンサネットワーク構築に適した無線通信規格 
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第1章 鉱山自動化に適用可能な基本技術 

1.1 情報通信技術（ICT） 

本報告書では様々な情報通信に関する用語が使われている。冒頭では情報通信技術（ICT: 

Information Communication Technology）に関する用語、相互関係を若干整理する。 

ICT を活用したシステムは、様々なものがインターネットに接続され情報交換すること

により相互に制御する仕組み（IoT: Internet of Things）及びソフトコンピューティング

（Soft Computing）という情報処理を取り込んだ技術である。IoT の具体的な応用例とし

てビックデータ（Big Data）、Soft Computing の具体的な応用例として人工知能（AI: 

Artificial Intelligence）が挙げられる。更に AI はディープラーニング（Deep Learning）

という手法を取り入れることも可能である。また、鉱山採掘（Mining）から派生した用語

で、鉱山開発が有用な資源を抽出することを目的にしていることに例え、多くの情報から必

要な情報のみ活用する手法としてデータマイニング（Data Mining）がある。これら用語を

包括的に具象化したものを図 1.1-1 に示す。相互の関係は非常に複雑である。 

 

 
 

図 1.1-1 ICT 用語の包含関係 

 

近年、ブロードバンドインターネットと無線通信技術が目覚しく発展、普及し、身の回り

の様々な物や機器がネットワーク化されている。そして、いつでも、どこでも、何でもネッ

トワークに接続し、ネットワークを介して情報をやり取りできるユビキタス社会の実現に

向けて、センサネットワークが注目を集めている。 
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センサネットワークとは、様々なセンシング機能を備えたデバイスが互いに自律分散ネ

ットワークを構築し、センシングデータをやり取りするネットワークである。これまでのセ

ンサは有線ネットワークを経由してサーバへデータを収集する形が多かったが、ワイヤレ

スデバイスの小型化・省電力化が進み、センサ自体が無線通信機能を有したワイヤレスネッ

トワークが注目され始めた。 

ワイヤレスセンサネットワークの利用として様々な分野で利用されており、表 1.1-1 に

例を示す。 

 

表 1.1-1 ワイヤレスセンサネットワークの利用形態 

分 野 利 用 形 態 

防災 町中にセンサを設置し、異常検知などから災害を予測・防止する。また、

災害発生時には、人感センサによる救助補助や切断されたネットワークイ

ンフラに代わり情報提供を行なう。 

気象・環境 気温、湿度、雨量、CO2 など気象データの測定を行い、気象予報や環境保

全などに利用する。これまでアメダスなどセンサの設置が限られることが

多かったが、簡易小型センサを多数設置することで局所的な気象予報など

が可能になった。 

家電・オートメーション 屋内配線や赤外線リモコンに代わり、ワイヤレスセンサ技術を使うことが

考えられている。照明のスイッチの代わりに人感センサを用いて家電が相

互にネットワークを構築し、様々な制御が可能である。 

 

以下に情報通信技術の基幹となる「衛星通信技術」、「WiFi 通信」、「Ad-hoc 通信」、「ZigBee

通信」について概説する。 

 

 

1.1.1 衛星通信 

衛星通信は、宇宙空間に電波の送受信と増幅のできる衛星を打ち上げ、地球局より発射し

た電波を受信し、それを増幅して再び地球に電波を発射して通信をするという原理で行わ

れている。通信衛星には、静止衛星と周回衛星の二つがある。周回衛星は、地球から比較的

近いところを周回している衛星で、ある地球上の 1 点から同じ周回衛星を観測できる時間

は限られている。それに対し、静止衛星は赤道上空の約 36,000km の距離に打ち上げられた

衛星で、地球の自転と同じ周期で回っているので地上から見ると常に静止しているように

見える。 

衛星通信は地上通信に比べて多くの利点を兼ね備えている。まず、1）衛星通信は広大な

エリアをカバーできるため、国際性・広域性に優れている。2）全国に点在する多数の拠点

に対して、同時に同一の情報を伝達可能であることから同報性にも優れており、日本のよう
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に多数の島で構成されている国においては利用価値が高い。また、地上の回線から独立して

いるので、地震や台風などの災害の影響を受けることが無く、対災害性の面から見ても優れ

ている。衛星通信では、これらの利点を活用した様々なサービスが展開されている。 

上記理由により、広い国土の米国や、国をまたがる通信の必要な欧州などは早くから衛星

の活用と通信の重要性が考えられてきた。日本でも東日本大震災以降は災害対策の非常通

信として注目されている。 

近年では、山間部や離島だけでなく、航空機や船舶などの移動体を対象にした衛星インタ

ーネット等が提供されており、地上の通信システムがデジタル化されるとともに、衛星通信

のデジタル化も進んでいる。最近では、地上デジタル放送の再送信手段としても検討されて

おり、通信速度の高速化・通信容量の大容量化が進んでいる。また、今後は高精細（HD: High 

Definition）多チャンネル放送や、移動車両向けの高速通信サービスをはじめとする移動体

通信サービス、陸上・海上で利用される Inmarsat サービス1、更には地方とのデジタルデ

ィバイド2対策や災害時の重要な通信手段として更なる利用も期待されている。 

 

 
出典：調査団作成 

図 1.1-2 通信衛星システム 

 

現在では、BS（Broadcast Satellite）、CS（Communication Satellite）など固定地域放

送へのサービスから始まった JCAST や Super Bird などの衛星から、NStar や Inmarsat

など海上通信から移動通信、Intelsat や Grobalstar のような多くの衛星で全世界をカバー

                                                   
1 Inmarsat 静止衛星を通じて、電話やインターネットが利用できる通信サービス 
2 情報通信技術（IT）（特にインターネット）の恩恵を受けることのできる人とできない人の間に生じる経済格差を指

し、通常「情報格差」と訳される。外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/it/dd.html から引用。 
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する移動通信網をめざしたものまで様々な衛星がある。 

衛星のメリットを更に高めたのが全地球測位システム（GPS: Global Positioning System）

などの測位システムとの組み合わせである。GPS システムは日本の携帯電話やカーナビゲ

ーション利用では既に定着した技術である。GPS とは人工衛星を利用して地球上のどこに

いるのかを正確に割り出すシステムである。米軍の軍事技術の 1 つで地球周回軌道に 30 基

程度配置された人工衛星が発信する電波を利用し、受信機の緯度・経度・高度などを数 cm

から数 10m の誤差で割り出すことができる（表 1.1-2）。 

 

表 1.1-2 主な測位システム（計画中含む） 

衛 

 

星 

GPS 

(GlobalHigh Energy 

Solar Spectrosocopic 

Imager) 

GLONASS 

(GLObal'naya 

Navigatsionnay 

Sputnikovaya Sistema) 

Galileo 

(GIOVE-A,B-) 

準天頂衛星 

「みちびき」 

(QZSS : Quasi-Zenith 

Satellites System) 

国 米国（NASA） ロシア 欧州（ESA） 日本（JAXA） 

概 

 

 

 

要 

・ 軌道傾斜角 55 度 

・ 60 度ずつずれた軌

道面で最終的には

24 個の衛星がカバ

ーする予定 

・ 高度約 26,600km の

中軌道 

・ 軌道傾斜角 64.2～65.6 度 

・ 120度ずつ離れた3軌道面

に各衛星は 45 度ずつ離れ

て計 24 個の衛星配置 

・ 高度約 19,000km 

・ 約 8 日回帰軌道 

・ 56度ずつずれた3つ

の円軌道面に 27 機

の衛星配備+3 機の

アクティブスペア 

・ 高度約 23,222km の

中軌道 

・ 初号機高度は静止衛

星高度近い 32,000

～40,000km 

・ 軌道傾斜角約 40 度 

・ 複数機を計画してい

る 

出典：宇宙技術開発株式会社3 

 

 

1.1.2 WiFi通信 

WiFi（Wireless Fidelity）は、Wi-Fi Alliance という業界団体が国際標準規格である無線

LAN（Local Area Network）規格「IEEE802.11」を使用していることを示すために発行し

ている認証である。「IEEE」は The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

（米国電気電子学会）の頭文字をとったもので、「802」は IEEE の「802 委員会」を示し、

「.11」はその中の「ワーキンググループ 11」を示す。 

IEEE802.11（WiFi）には、Infrastructure モードと Ad-hoc モードという 2 種類の動作

モードがある。Infrastructure モードでは、アクセスポイントなどの通信基盤が必要になる

のに対し、Ad-hoc モードではアクセスポイントなどを介さずに無線端末同士が直接無線機

能を行う。Ad-hoc モードについては後述する。 

Infrastructure モードとはパソコンやテレビ、スマートフォン、タブレット、ゲーム機な

                                                   
3 http://www.sed.co.jp/tokusyu/satcom.html 
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どのネットワーク接続に対応した機器（アクセスポイント）を、ワイヤレスで LAN に接続

する無線 LAN 技術のことである。様々な形態で利用されている動作モードであり、現在で

は一般的に Infrastructure モードを WiFi と呼んでいる（図 1.1-3）。 

 

 

出典：総務省 安心してインターネットを使うために4 

図 1.1-3 WiFi の特徴 

 

WiFi の特徴として、１）スマートフォン、タブレット端末、電子看板（デジタルサイネ

ージ）端末などの通信に適合するので、様々な場所で使用することが可能、２）アプリケー

ションとの組み合わせにより、ロケーションや用途に応じたサービス設計が実現可能、３）

高速の通信速度などが挙げられる。 

一方で鉱山のような電波を受信しないような環境では Leaky Feeder（漏洩フィーダケー

ブル）を使用することで無線通信が可能になる。無線通信システムは鉱山の安全衛生を確保

する重要な技術である。鉱山内では Leaky Feeder を用いて下記の無線通信システムが使用

されている（図 1.1-4）。 

 

・坑内での鉱山作業員間の無線通信 

・坑内のガス監視等の坑内安全に係わる測定・制御 

・坑内から保安管理者への緊急連絡 

・鉱山作業員の位置確認 

・鉱山作業員‐地上作業員間の電話 

・採掘現場からの生産状況のデータ配信 

 

                                                   
4 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/service/15.html 
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出典：Communications & Tracking Plan Development Workshops 

 July 9, 11 & 13 2007 資料 

図 1.1-4 Leaky Feeder の鉱山活用事例 

 

鉱山以外にも航空機内、地下、災害時など無線機へと電波を飛ばすことが困難な地域では、

Leaky Feeder を用いることで電波（WiFi）の利用が可能になる。 

 

 

1.1.3 Ad-hoc WiFi通信 

Ad-hoc WiFi 通信とは無線 LANのようなアクセスポイントや通信キャリアの提供するネ

ットワークを必要とせず、無線で接続することのできる端末で構成されたネットワークで

ある。Ad-hoc とは「特定の目的のための」といった意味のラテン語の語句である。Ad-hoc

ネットワークでは、Bluetooth などの技術を用いながら点在するアクセスポイントの介在な

しに相互に接続する形態（マルチポップ）を取っている。Ad-hoc ネットワークでは通信キ

ャリアの用意したネットワークやアクセスポイントが不要となり、簡易なネットワークの

構築が可能となる。 

そのため、従来のインターネット企業内のシステムのように詳細なネットワーク設計を

実施した後に構築するネットワークと性質が異なっている。この Ad-hoc ネットワークを構

築することにより、利便性が向上しインフラ敷設コストを削減するネットワークインフラ

を構築することができる。これにより、災害時に不通となってしまった地域に Ad-hoc ネッ

トワークを構築することにより、柔軟かつ迅速に通信インフラを確保するといったことが

可能である（図 1.1-5）。 
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出典：調査団作成 

図 1.1-5 Ad-hoc ネットワークと Infrastructure ネットワークの違い 

 

Ad-hoc ネットワークの研究が軍事研究に端を発していることから、戦場での利用がアプ

リケーションの起源である。現在、最も早期の実現が期待されているのが、戦場での利用と

通信環境が類似している災害などの非常時の通信である。表 1.1-3 に Ad-hoc ネットワーク

で想定される応用例を示す。 

  



 

8 

 

 

表 1.1-3 Ad-hoc ネットワークの応用例 

分  類 概  要 

軍事利用 ・ 戦場における兵士・戦車・戦艦・戦闘機間の通信 

災害時の利用 ・ 大規模な地震、火災、津波、洪水、台風などが発生したときの警察や消防

による捜索、救出、緊急通報、避難誘導、被害情報の収集・連絡、復旧活

動支援、被災者同士の安否確認 

携帯電話、無線 PAN、

無線 LAN をマルチポ

ップ化したサービス 

・ 工場、商品倉庫、建築工事現場、港湾、農場、ゴルフ場、ケーブル敷設困

難なエリア（史跡、博物館）などにおける P2P 情報配信（広告配信、ナ

ビゲーションなど） 

・ 広域センサネットワーク（防犯・防災、環境モニタリング） 

・ 情報家電ネットワークにおける各種機器の制御 

ITS 

（テレマティクス） 

・ 車間通信による事故発生や工事などにおける混雑状況や迂回路情報のリ

アルタイム通知、カーナビへの反映 

・ 路車間通信によるサービスエリアのサービス情報 

出典：電子情報通信学会「知識ベース」2010 より引用 

 

 

1.1.4 ZigBee通信 

ZigBee とは ZigBee Alliance によって仕様策定が行われている短距離無線通信規格の 1

つである。規格としては WiFi（「IEEE802.11」）とは異なり、IEEE802.15.4 を利用してい

る。IEEEE802.15.4 は、低通信レートであるが消費電力を抑えることを重点に置いており、

電池のみで数ヶ月～1 年単位での駆動を想定している。表 1.1-4 に WiFi と ZigBee の比較

表を示す。 

ZigBee は、大容量データの取り扱いや高速伝送を行うことはできないが、小容量のデー

タを定期的に伝送するアプリケーションとして利用される。そのため、安定的な高速伝送よ

り、低消費電力・低コストを最重視した場面で用いられることが多い。 

用途としては、家電などのホームネットワークやビルのオートメーションなどを中心に

開発されている。例を挙げると、照明、在室センサ、空調管理などがある。スイッチの ON、

OFF など様々な概念が定義されており、都市開発における防犯センサや、物流管理システ

ム、ウェアラブルセンサなどが研究開発されている。 
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表 1.1-4 WiFi と ZigBee の比較表 

 WiFi ZigBee 

利用周波数帯 2.4～ 2.5GHz 2.4GHz 

チャンネル数 13 16 

通信速度 11～54Mbps 250kbps 

電池寿命 数時間 数年間 

通信距離 100m 1m～3km 

暗号化方式 WEP/WPA AES128bit 

プロトコル IEEE802.11 IEEE802.15 

ネットワーク形態 P to P 型 

メッシュ型 

P to P 型 

ツリー型 

スター型 

メッシュ型 

利用シーン ホットスポット 計測・制御 

出典：株式会社キビテク HP の情報を編集 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

図 1.1-6 ZigBee 通信のイメージ 
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1.2 画像処理技術を活用した計測・監視技術 

1.2.1 カメラシステム 

カメラセンサを用いた計測・監視技術は、単眼カメラを用いた技術とステレオビジョンを

用いた技術の二つに分けられる。単眼カメラは遠近法に基づく距離計測を行う。一方、ステ

レオビジョンは、2 台のカメラを平行に並べ三角測量に基づく距離計測を行う。ステレオビ

ジョンと同様に人間は、物を見るときに二つの目で得られた視覚情報から三角測量の原理

で物体の距離を判断している。 

そのため、特に自動車産業では、ステレオビジョンは、進行の妨げとなる物体を自動的に

検出する障害物検出システムとして用いられている（図 1.2-1）。 

 

 

出典：調査団作成 

図 1.2-1 ステレオビジョンの仕組み 

 

ステレオビジョンの理論は 30年以上も前に提案されていたが、計算量が非常に多いため、

当時のコンピュータの計算能力では、1 フレーム（320×240 画素）の距離計測を計算する

ために数十分もかかり、画像データを計算機に取り込むことも大変で実用化にほど遠いも

のであった。 

その後、近年では半導体技術とカメラの進歩により計算量を劇的に減らすアルゴリズム

の開発や低価格の演算プロセスに複数の計算を同時に行える並列処理機能の搭載により、

計算速度が飛躍的に速くなった。最近の特徴として、専用ハードウェア（FPGA や ASIC）

により小型高速化を実現しており、実際の民生用ロボットや自動車の車間距離計測センサ

として利用されている。 
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1.2.2 レーダーシステム 

レーダーは、電波を使って遠方にある物体を探知し、その物体までの距離や物体の方位、

速度を測るものである。最初にレーダーに用いられた電波の周波数は 25MHz であったが、

現在では十数 GHz 帯のマイクロ波レーダーが多くの分野で活躍し、31-100GHz 帯のミリ

波レーダーが実用化されている。 

マイクロ波とミリ波の特徴を下記に示す。 

 

マイクロ波 ①低い周波数では回折（電波が曲がる）する。 

②伝送容量が少ない 

③空気中の水分による減衰が小さい 

ミリ波 ①直線線が非常に強い 

②伝送情報容量が非常に多い 

③空気中の水分による減衰が大きい 

④指向性、利得の高いアンテナ設計が容易 

⑤プリント基板等で、小型化が容易 

 

ミリ波はマイクロ波帯以下の周波数と比べると、ドップラーシフトが大きく相対速度が

精度良く測定できる。そのため、ミリ波レーダーは自動車の衝突防止を目的としたシステム

に用いられている。このシステムはミリ波レーダーが検知した前方車両までの距離、相対速

度等の情報を基に衝突の危険性を判定し、危険度に応じてドライバーへの認知を促し、ブレ

ーキ制御を実施する。また、ミリ波レーダーは追従走行の支援、後退時の後方監視としても

用いられる（図 1.2-2）。 

 

 

出典：総務省資料より引用 

図 1.2-2 ミリ波レーダーの実用例 
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1.2.3 レーザースキャニング 

レーザースキャンニングは、対象範囲にレーザー光を照射し、対象物からの反射光をとら

え、その飛行時間（TOF: Time Of Flight）の原理を用いて距離を計測するものであり、Light 

Detection and Ranging の頭文字をとって LIDAR（ライダー）とも呼ばれる。 

LIDAR は、電波でなく、紫外線・可視光線・近赤外線などを用いて遠距離にある対象物

までの距離を解析できる技術であり、自動運転はじめ、先進運転支援システム（ADAS）、

ロボット、ドローン、セキュリティ、工場自動化（FA）などさまざまな分野での活用が期

待されている（図 1.2-3）。 

自動運転では、自車位置と周辺情報の正確な把握が不可欠である。そのため、レーザー光

で周囲の対象物の方向と距離をスキャンし測定することが出来る高度な眼として LIDAR

の技術が求められている。車の屋根（ルーフ）に LIDAR を設置することで周辺 360°およ

び垂直方向をスキャンし周囲の 3D マップをリアルタイムで作成し自動走行することが可

能になる。 

 

 

出典：調査団作成 

図 1.2-3 LIDAR による監視システム 
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1.3 ドローンを使用した技術 

1.3.1 無人航空機（UAV）とドローンの定義 

無人航空機（UAV: Unmanned Aerial Vehicle）は、人が搭乗していない航空機のことで

あり、自律飛行方式（予め与えられた指示に基づく飛行方法）を含む、遠隔操縦が可能であ

る。開発当初、主に偵察・対地攻撃をおこなう軍用機として利用されてきた。 

ドローン（Drone）という用語は、近年の急速なテクノロジーの進展に伴いハードウェア

類の価格も下がりつつあるなか、機体の自動制御がより簡易・手軽になったことから、商用

利用で一気に普及した。比較的小型の無人航空機を指し示す通称として、この用語がより広

く一般的に使用されている。また軽量、高機動性、長距離、長時間運転が可能なため、今後

様々分野での利用が期待される。代表的なドローンの種類性能を表 1.3-1 に示す。 

更にドローンは、遠隔操作できる無人マルチコプター（Multi copter）の別称で呼ばれる

こともある。マルチコプターとは、ヘリコプターの一種であり、3 つ以上のローターを搭載

した回転翼機のことである。「マルチローターヘリコプター」単に「マルチローター」とも

言われる。ローターの数による分類名として以下が知られている。トライコプター（×3）、

クアッドコプター（×4）、ヘキサコプター（×6）、オクトコプター（×8）。 

運用のメリットとして、一般に小型、軽量で移動が容易、離着陸のスペースが不要、操作

に関する資格が不要、などが挙げられ、デメリットとして、一般にバッテリー搭載型のため

フライト時間に制約がある、また小型、軽量のため、強風、悪天候下での運用に適さない、

などが挙げられる。 

 

表 1.3-1 ドローンの種類・機能の概略 

 

出典：電波政策 2020 懇談会 ワイヤレスビジネスタスクフォース（第 2 回）資料5 

                                                   
5 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_2020/ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC


 

14 

 

1.3.2 日本のドローン運用に関する法制度 

無人航空機の急速な普及と安全面等の課題に直面する状況に鑑み、無人航空機を飛行さ

せる空域および飛行の方法等について基本的なルールを定めることとし、2015 年 9 月に航

空法を改正（2015 年 12 月 10 日より施行）した。概要は以下のとおり。 

(1) 無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域 

「以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させて

はならないこと」とする。 

○空港周辺など航空機の航空の安全に影響を及ぼすおそれがある空域【図 1.3-1-(A),(B)】 

○人または家屋の密集している地域の上空【図 1.3-1-(C)】 

(2) 無人航空機の飛行の方法 

「無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法

により飛行させねばならないこと」とする。 

○日中において飛行させること 

○周囲の状況を目視により常時監視すること 

○人または物件との間に距離を保って飛行させること 

(3) その他 

○事故や災害等の公共機関等による捜索・救助等の場合は(1)、(2)を適用除外とする。 

○(1)、(2)に違反した場合には罰金を科す。 

 

 

出典：国土交通省 無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール6 

図 1.3-1 航空法の一部を改正する法律案概要 

 

実際の運行に際して、承認が必要となるドローンの飛行法について、図 1.3-2 に示す。 

 

                                                   
6 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 
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出典：国土交通省 無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール  

図 1.3-2 承認が必要となるドローンの飛行方法 

 

ドローンの遠隔操作や、ドローンからの画像・データ伝送には電波を利用している。現在

市販されているドローンは、無線局免許を必要としない WiFi 機器等を用いられているもの

が多く、より高画質で長距離の画像伝送等、電波利用の高度化・多様化に関するニーズが高

まっている。総務省では、ドローンを含むロボットの電波利用の高度化のため、2016 年 3

月より、情報通信審議会において、使用可能周波数の拡大や最大空中線電力の増加等に向け

た技術的検討を実施中である。ドローンは、ワイヤレス社会を支える電波利用産業の中で、

新たな成長市場を創出する革新技術の一翼を担うと位置づけられている。将来的なドロー

ンと電波利用の関係についてのまとめイメージを図 1.3-3 に示す。 

 

 

出典：電波政策 2020 懇談会 ワイヤレスビジネスタスクフォース（第 2 回）資料 

図 1.3-3 様々な分野におけるドローンの利・活用と電波利用のイメージ 

 

 

1.3.3 国土交通省による UAVによる公共測量 

(1) UAV による公共測量 

国土地理院では、無人航空機（UAV：通称ドローン）を測量で使用できるように、「UAV

を用いた公共測量マニュアル（案）」及び「公共測量における UAV の使用に関する安全基

準（案）」を作成し、2016 年 3 月 30 日に公表している。 
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これらのマニュアル（案）および安全基準（案）は、公共測量だけでなく、国土交通省が

進める i-Construction に係る測量作業において適用することを前提にしており、測量業者

が円滑かつ安全に UAV による測量を実施できる環境を整え、また、建設現場における生産

性の向上に貢献するものである。 

 

(a)UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 

「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」は、UAV で撮影した空中写真を用いて測量

を行う場合における、精度確保のための基準や作業手順等を定めている。作業規程の準則

（平成 20 年国土交通省告示第 413 号）第 17 条第 3 項に規定されている国土地理院が定め

る新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルの 1 つである。UAV を用いた公共測

量を行う際には、本マニュアル（案）に従った作業を行うことで、精度の確保を確認するた

めの資料として使用することができる。 

 

(b)公共測量における UAV の使用に関する安全基準（案） 

「公共測量における UAV の使用に関する安全基準（案）」は、UAV を安全に運航して測

量作業を円滑に実施するために、作業機関が遵守すべきルール等を定めている。作業機関は、

この安全基準（案）に沿って UAV を用いた測量作業を行うことで、事故等の発生に至る事

象を減らすことや、万が一事故が発生した場合に生じる損害を軽減させることが期待され

る。 

この安全基準（案）は、UAV を用いた測量作業における安全確保の一つの考え方を示し

たものであり、作業機関は必ずしも全ての内容を遵守しなければならないものではないが、

安全に測量作業を行うため、この安全基準（案）の内容を参考に測量計画機関と十分に協議

を行い、作業を行うことが必要である。 

また、災害調査被災地域の空中からの調査、噴火など予断を許さない危機的状況下での調

査などに利用され、今後、測量を含めて、積極的な活用による実績の積み重ねにより、より

適切な運用が期待される。 

参考まで主要国のドローンなど無人航空機利用に関する制度の枠組みの整備状況を表 

1.3-2 に示す。  
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表 1.3-2 主要国におけるドローン利用に関する制度の状況 

 

出典：電波政策 2020 懇談会 ワイヤレスビジネスタスクフォース（第 2 回）資料 

 

 

1.3.4 無人航空機（ドローン）の活用事例 

民生商用におけるドローンの機能別の主用途を以下に示す。 

(1) 画像取得 

○計測・測量 

 鉱山での測量 

 建設・土木現場での現状把握、管理（造成地 切土、盛土の土量監理および運土

計画） 

 人員の到達困難箇所の撮影（急崖地、断崖絶壁、崩落危険箇所） 

 特殊撮影（広範囲での垂直撮影、任意の高度からの俯瞰撮影） 

 その他（実機・有人ヘリでは実現不可能なアングルからの撮影） 

○監視・警備 

 大型構造物の定期点検 

 施設の保守管理（不審者、不審物の監視） 

○放送コンテンツ 

 風景・動画等映像資料（映画、TV、コマーシャル、報道等）、任意高度撮影、近

接撮影 

○農業 

 農作・耕作地等での生育状況の把握 
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○防災等 

 災害時の被害状況把握 

 危険箇所、急斜面などの地形・地質把握 

 砂防・地すべり地帯（経時的な地形変化の把握） 

 河川等の定期巡視、河川管理サポート（流路変化の経時的把握） 

(2) 輸送・投下 

 物流（食品）・医療物資 等 

 農薬散布 

(3) 環境データ計測 

 放射線等 

 大気物質等 

(4) その他 

 画像データを地域住民の説明ツールとして活用 

将来的に商業輸送サービスに関する分野での利用の拡大がおおきく期待される。 

2013年 12月にAMAZONが発表したドローンによる商品配送サービス（通称Prime Air）

は、米連邦航空局（FAA：Federal Aviation Administration、）側の動きが遅く、規制の整

備、認可等の手続きが遅れている。 

対するGoogleは、2014年 8月にドローンによる小型無人機開発計画（通称Project Wing）

を発表して、豪州での配達テストの状況について動画を公開した。またテスト地の選定につ

いて、豪州は米国よりも飛行機に関する制限が少ないことによる。 

更に 2014 年 9 月にドイツの運送大手の DHL が、ドローン配達プロジェクト（通称

Parcelcopter）によって試験的配送を試みた。重量 5kg、最高速度は 64km、欧州で初の飛

行許可が下りた背景には、薬品などの緊急医療品を離島に配送するという目的が、より高い

公共性を認められ、距離にしてわずか 12km という限定的な輸送であったことが挙げられ

る。 

 

 

1.3.5 無人航空機（ドローン）の利用・運営に係る課題 

ドローンの利用・運用に係る将来的な課題は以下のとおり。 

(1) 技術面 

○ドローンの適性運用に係る技術開発 

 ドローンを制御する技術 

 ドローン運行を管理する技術 

 ドローン緊急回避のための技術 

○目視外飛行に必要な技術等に係る検証（周波数到達距離、ハンドオーバー技術等） 

○GPS 情報が得られない箇所でドローンの位置情報を補正するための機能・システム 
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(2) 制度面 

○ドローン本体や運行管理用の無線局制度 

○航空法の体系に適合（安全性･信頼性確保やシステム二重化等）、機体の性能やドローン

の運行形態を踏まえた通信への要求用件（技術基準） 

(3) 運用面 

○ドローンの運行管理の担い手（組織・人材） 

(4) その他 

○ドローンが IoT 端末としての機能を発揮するために IP ベースでの遠隔制御や IPv6 に

よる機体管理の可能性検討 

○ドローンの目視外飛行のため、位置情報を地上と送受信するための仕組み（周波数、伝

送方式等） 

○進入禁止等を知らせるためや GPS 信号不感地帯におけるビーコンの仕組み（周波数、

伝送方式等） 

○無線システムとしての国際的なハーモナイゼーション 

今後、ドローンは、測量・空撮から物流・輸送・エンターテイメントに到る幅広い商業的

利用が見込まれるが、墜落や輸送中の商品落下による損害賠償責任の明確化のほか、プライ

バシーへの配慮や安全性を確保するルール作り整備等が普及の鍵と見込まれる。 

 

 

1.3.6 無人航空機（ドローン）における測量分野での適用 

本項目は「土木情報サービスいさぼうネット」7の情報を一部引用して述べる。 

ドローンを利用した空撮測量法について、上空、時に低空位置から近接した状態で、任意

の対象箇所において、高精細精度のシームレスな画像化が可能となる。Web 経由で汎世界

的に流布する Google Earth 画像データ、衛星画像プロバイダーによる有料画像などは、更

新並びに撮影頻度が割合に乏しい。そのため、即時的に正確かつ最新の地形データを入手す

る方法として、ドローンを利用した空撮測量法は、将来的に多分野への活用が期待される。 

画像（高解像度写真とフルハイビジョン動画を同時に）は、ドローンに搭載された市販の

デジタル（一眼レフ）カメラにより連続的に取得される。 

後述する航空写真測量の一種とも云え、航空写真測量と同様に、一部重複して隣り合うよ

うに連続撮影した飛行コースをたどる。取得した画像データをコンピュータに送信し、専用

ソフトを介した立体視処理を通した画像解析により、各画像の特徴点を抽出し、画像間の対

応付けを自動的に行うことで、カメラ位置（X、Y、Z、Yaw、Pitch、Roll）を推定し、ポイ

ントクラウド8とよばれる三次元座標をもった点を大量に得ることができる。そして高精度

な地形三次元（3D）図面（モデル）に加工処理される。その後、このような測量データを

                                                   
7 http://isabou.net/knowhow/colum-drone/colum02.asp 
8 ポイントクラウド（point cloud：点群）、コンピュータで扱う点の集合のことであり、多くの場合、空間は三次元で

あり、直交座標 (X、Y、Z) で表現されることが多い。 
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基にした解析作業を経て、特定の目的に応じたモデル（作業計画をシュミレーションする等）

作成を通じ作業現場で利用される。 

ドローン空撮測量の大きな特長は、撮影機体や解析ソフトとも比較的安価で、かつ手軽に

使用できることである。これまでは航空測量の専業者に限られていた空撮測量が、建設コン

サルタント会社や中小の測量会社にも身近になってきたといえる。航空写真測量と比べた

場合に、低空で撮影した高解像度画像を用いているため、より詳細な地形データを得ること

ができる。 

航空レーザー（航空）測量のように、建物や樹木の高さを取り除くフィルタリングは難し

く、得られる三次元データは数値表層モデル（DSM: Digital Surface Model）となる。この

ように、ドローン空撮測量は、航空写真測量と航空レーザー測量の中間的な特長を有する測

量手法と言える。 

航空写真測量は、航空機から撮影した写真を使用して、現地調査や編集を行って作成され

る。一般に、地表の垂直写真を飛行コースに沿って 60～80%ずつ重複させながら撮影し、

その写真を立体視する原理を用いて、計測を行う。広域を効率良く計測するのに向いている

ため、広域地図は、航空写真測量により作成される。 

航空レーザー測量は、航空機に搭載したレーザースキャナーから地上にレーザー光を照

射し、地上から反射するレーザー光との時間差より得られる地上までの距離と、GPS/ IMU

（慣性計測装置）測量機から得られる航空機の位置情報より、地上の標高や地形の形状を精

密に調べる測量法である（図 1.3-4）。航空レーザー測量で直接得られる高さデータは、建

物や樹木の高さを含んだデータ（DSM）である。 

なお、建物や樹木の高さは、フィルタリングという作業で取り除くことで、地表面の高さ

を得ることができる。この作業で得られる三次元モデルは数値標高モデル（DEM: Digital 

Elevation Model）と呼ばれる。 
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出典：測量士・測量士補 試験対策 WEB9 

図 1.3-4 航空レーザー測量の概要 

 

 

1.3.7 ドローン空撮測量の流れ  

(1) 空撮 

①撮影計画 

飛行ルートを地図上で計画する。ドローンのフライトコントロールに対応した専用の

ソフトウェアを用い、撮影高度、写真撮影間隔、写真ラップ率等を考慮しルートを設定

する。 

②GCP 設置 

作成される三次元モデルへ位置情報を付加するため、現地に地表基準点（GCP: Ground 

Control Point）を設置する。GCP は、トータルステーションや全球測位衛星システム

（GNSS: Global Navigation Satellite System）測量器を用いて、基準点測量を実施し

て座標（X、Y、Z）を測定する。GCP は複数の画像データに写し込めるよう配置する。 

③衛星からの電波を専用アンテナで受信し、そのアンテナ位置を決定 

(2) 解析 

①飛行・撮影 

事前に設定した飛行ルートに従い自動飛行を行い、画像を撮影。 

②解析準備 

撮影に使用したカメラを撮影時の設定でカメラキャリブレーション（カメラ標定）を行

                                                   
9 http://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/syashin/syashin03-laser.pdf 
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い、レンズ歪みの補正値を測定する。また、写真画像に写し込んだ GCP と基準点座標

値の対応付けを行う。 

③モデリング 

専用の画像解析ソフトウェアにて解析を行い、ポイントクラウド（三次元座標および

RGB 値を持った点情報）、三次元モデルに写真画像を貼り付けた鳥瞰図等を作成する。 

(3) 出力 

画像解析より、オルソ画像、ポイントクラウド（点群）データ、DSM、三次元モデル（CAD、

PDF 等）等を出力データとして得ることができる。これらの三次元位置情報を持ったデー

タは、GIS ソフトや三次元 CAD ソフト等に取り込んで、活用可能である。 

オルソ（Ortho）とは、ギリシャ語で、「正しい、ひずみのない」という意味である。航空

写真では、特に高層ビルや山岳部で大きなひずみが生じてしまう。これは、カメラで撮影さ

れた空中写真は、レンズの中心に光束が集まる中心投影なので、レンズの中心から対象物ま

での距離の違いにより、画像に歪みが生じる（図 1.3-5）。 

オルソ画像は標高データを用いてこの像の歪みをなくし、真上から見たような傾きのな

い画像に変換し、位置情報を付与したものである。標高データは、通常は、同じ場所を重複

して撮影した隣接する 2 枚の空中写真を用いて、画像相関などにより取得するが、既存の

標高データ等を利用して変換することも可能である。オルソ画像は、画像の形状に歪みがな

く、位置も正しく配置されているため、画像上で位置、面積及び距離などを正確に計測する

ことが可能である。 

 

 

出典：国土地理院 オルソ画像について10 

図 1.3-5 オルソ画層と空中写真の比較 

 

                                                   
10 http://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40002.html 



 

23 

 

一度、三次元モデルを作成すると、高精度を確保した状態で任意の箇所における平面図、

縦断図、横断図、立面図等の詳細な再作図作業が容易にできる。例えば、土地面積の計算、

物流計画、各案件の進捗状況の確認するために利用されるとともに、土質を考慮して施工し

たい地形に対して、どの機材を用い、どのような作業を行うかなど、作業の効率的化、鉱山

の開発進捗状況の把握、三次元モデリング画像と作業計画との照合評価など、今後ますます

このような分野での積極的活用が図られる。 
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1.4 土木・建築現場 ICTソリューション 

1.4.1 アイ・コンストラクション（i-Construction） 

国土交通省の資料によると、国内の建設・土木作業従事者は減少の一途をたどっており、

2020 年には 300 万人弱まで減少する（表 1.4-1）。その原因として、少子高齢化が挙げられ

るが、特に建設業就業者は、全産業の平均と比べて高齢者（55 歳以上）割合が高く、若年

層（29 歳以下）割合が低い。 

 

表 1.4-1 建設業（建設・土木）従事者数の推移 

年  度 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 

建設業就業者数（千人） 5,392 4,475 3,639 2,945 

5 年間の減少率 － △17.0% △18.7% △19.1% 

出典：国土交通省 建設産業活性化会議 第 2 回開催資料（平成 26 年 1 月 30 日）   

   資料 2 「建設業就業者数の将来推計」（（一財）建設経済研究所）11 

 

今後の建設業就業者数の減少は不可避という状況下、2015 年（平成 27 年）12 月、国土

交通省は、「ICT の全面的な活用（ICT 土工）」等の施策を建設現場に導入することによって

建設現場の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組である i-Construction

（アイ・コンストラクション）の推進を始めた。 

「ICT の全面的な活用（ICT 土工）」は、2008 年より試行している情報化施工の試行結果

から、抜本的な生産性の向上が見込まれている。情報化施工は、国土交通省発注の土工工事

の約 13%（2014 年度）で試行され、最大で約 1.5 倍に日当たり施工量が効率化することを

確認している。また、建機周りの計測作業などを減らすため安全性が向上するとともに、

ICT によって精度良く施工できるため経験年数の浅い若いオペレーターが早期に建設現場

で活躍できるとしている。情報化施工は施工段階のみの情報化であるが、今後は、土工にお

ける調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスに

おいて、三次元データを一貫して使用する ICT を全面的に導入し、土工における抜本的な

生産性の向上を図るとしている。 

国土交通省は 2016 年（平成 28 年）4 月から ICT の全面的な活用の取り組みを開始して

いる。土木分野については国土交通省の公募の仕様書で自動化技術を導入することが条件

となっており、国策として省人化を勧めている。 

具体的には、土工12における調査・測量、設計、施工、検査のプロセスにおいて、現在の

紙図面を前提とした基準類を変更し、三次元データによる 15 の新基準を平成 28 年 4 月よ

り導入した（表 1.4-2）。 

 

                                                   
11 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000014.html 
12 機械や人力で地面を「掘る」、「埋める」、「運ぶ」などの作業 
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表 1.4-2 三次元データによる 15 の新基準 

調 査・ 

測量設計 

1 UAV を用いた公共測量マニュアル 

2 電子納品要領（工事及び設計） 

3 三次元設計データ交換標準（同運用ガイドラインを含む） 

施 工 4 ICT の全面的な活用（ICT 土工）の推進に関する実施方針 

5 土木工事施工管理基準 

6 土木工事数量算出要領 

7 土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

8 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編） 

9 レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編） 

検 査  10 地方整備局土木工事検査技術基準 

11 既済部分検査技術基準及び同解説 

12 部分払における出来高取扱方法 

13 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編） 

14 レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編） 

15 工事成績評定要領の運用について 

出典：国土交通省 

 

 

1.4.2 建機メーカーの動向 

前述した国土交通省の取り組みである i-Construction を始める以前から、国内建機メー

カーは、建機の ICT 導入を進めている。日立建機は「Global e-Service」及び「ConSite」、

コマツは「KOMTRAX」及び「スマートコンストラクション」としてそれぞれ提供してい

る。また、コベルコ建機もサービス提供中の油圧ショベルに対応する稼働機械管理システム

（GPS などの通信網を使い、機械から発信される稼働状況や位置情報、メンテナンス情報

などをリアルタイムに確認するためのシステム）に加え、i-Construction に対応したサービ

スの開発を急いでいる。以下に日立建機とコマツの取り組みを紹介する。 

(1) 日立建機 

日立建機は M2M（Machine to Machine）の取り組みを開始し、2000 年に国内向けサー

ビスとして「e-Service」を開始した。M2M とは個別に稼働している機械同士がコンピュー

ターネットワークで結び、人間が操作することなく、機器間で情報をやり取りし、最適な制

御を行う仕組みを指す。e-Service では、建設機械に衛星通信端末を搭載しており、稼働状

況を遠隔地から把握できる。 

国内向けの e-Service を全世界に対象としたのが「Global e-Service」である。Global e-

Service は、日立のクラウドを活用し、日立建機が世界中に販売した建設機械に取り付けら
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れた各種センサの情報を、3G 端末もしくは衛星通信を介してリアルタイムにデータを収集

し、一元的に状況把握できるシステムである（図 1.4-1）。 

収集される情報は、製品が生産されてからその寿命を終えるまでに関わる情報、つまり、

M2M（機械稼働情報、機械位置情報、機械の健康管理等）、製品情報（機械の納入、製品仕

様、サービス履歴等）、ドキュメント（パーツカタログ、改造説明書、操作マニュアル等）

を Global e-Service で管理している。一元管理された情報は、Global e-Service を通じて日

立建機社員、代理店及びユーザーが利用できる仕組みになっている。情報通信では専用回線

を使用しているためハッキングされる危険はほぼないという。 

Global e-Service は、世界中の国／地域に対応しており、数百万台の製品が登録されてい

る。 

 

 

出典：日立建機13 

図 1.4-1 Global e-Service の概念図 

 

日立建機は 2013 年、Global e-Service をベースにしたサービスである「コンサイト

（ConSite）」を開始した。ConSite（Consolidated Solution for Construction Sites）は、

Global e-Service を更に発展させたサービスである。Global e-Service では、顧客自らが日

立建機の設けたインターネットサイトから情報を取りに行かなければならないが、ConSite

では、全ての顧客に同じ品質のサービスを受けられるようにしていている。ConSite では、

定期的な機械の状況を自動的にレポートしたり、不具合発生時にメールで告知したりする

機能も備わっている。これまでは、代理店や販売店のスキルに影響を受けることがあったと

いう（図 1.4-2）。 

また、2014 年には Global e-Service 等で蓄積した膨大な情報（ビッグデータ）を分析す

ることによって、故障につながる状態変化や異常（故障予兆）を早期に検出して高度な予防

保守を実現する故障予兆診断サービスを Global e-Service のサービスに追加している。更

に AI を導入する検討も始めている。 

2017 年 1 月時点で約 5 万台の建設機械が ConSite を導入している。 

                                                   
13 https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/products-and-services-jp/global-e-service-jp/ 
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出典：日立建機14 

図 1.4-2 ConSite 概念図 

 

日立建機は国土交通省が推進する i-Construction への取り組みとして、2016 年 10 月に

常陸那珂工場敷地内に ICT デモサイトを開設している。i-Construction の普及に努めると

ともに、情報化施工を実感してもらうことを目的とした施設である。 

また、建機 ICT に対応するソフトウェアを 2016 年 11 月から販売を開始している15。 

 

 

(2) コマツ 

KOMTRAX（ Komatsu Machine Tracking System）は、建設機械に搭載した GPS アン

テナ、センサで得た情報を遠隔で監視するシステムである（図 1.4-3）。KOMTRAX はコマ

ツが扱う建設機械に標準装備されており、建設機械の ON/OFF、車両位置、燃料残量など

の情報を遠隔から把握し、稼働時間に応じたメンテナンスや部品交換時期の提案も可能で

ある。建設機械のオーナーにとって稼働率の向上や維持費の低減に貢献している（表 1.4-3）。 

KOMTRAX の開発の背景、1990 年代に盗難された建設機械で ATM が破壊された事件が

多発したことがきっかけだったという。盗難防止に加え、建設機械の稼働状況等を把握する

システムを組み込んで 1998 年に KOMTRAX が誕生した。以後、「コマツの機械を盗んだ

らすぐ追跡される」という評判になり、盗難は劇的に減ったという。2016 年 6 月までの実

績で、全世界で 42 万台の建設機械に KOMTRAX が搭載された。 

 

                                                   
14 https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/customer/viewpoint06/ 
15 https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/press/16-11-01j/ 
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出典：コマツ 

図 1.4-3 KOMTRAX 概念図 

 

表 1.4-3 KOMTRAX を活用した車両管理とサポート内容 

保守管理 メンテナンスの期日管理や故障の予防保全 

車両管理 稼働現場、サービスメータ値などを一覧表で確認 

稼働管理 車両ごとの稼働状況を確認 

車両位置確認 地図上で車両の詳細稼働場所を確認 

省エネ運転支援 KOMTRAX 情報をもとに省エネ運転の定着支援 

帳票作成 表示データをダウンロードし帳票として活用 

出典：コマツ 

 

ICT の活用により建設機械の「見える化」を実現したのが KOMTRAX である。更に進化

させ、建設現場の「見える化」を実現するソリューション事業が 2015 年 2 月から開始した

「スマートコンストラクション」である。そして、「建設現場の全てを ICT でつなげる」と

いうコンセプトのもと、スマートコンストラクションの中核となるクラウドプラットフォ

ームが「KomConnect」である。 

KomConnect は以下の 6 つのプロセスに関わる、あらゆる情報を入力し建設現場の全て

を ICT で繋げ、大幅な生産性や安全性の向上を実現する（図 1.4-4）。 

① ドローンや 3D レーザースキャナーなどを活用した「現況の高精度測量」 

② 施工完成図面の三次元化 

③ 土質や地下の埋設物について、事前に解析する「変動要因の調査・解析」 

④ 施工計画シミュレーション機能により、条件ごとに異なる施工パターンを提案する「施工計

画の作成」 

⑤ 三次元データ化された完成図面による、ICT 建機の「高度に知能化、自動制御された施工」 

⑥ 完工後の施工データ活用 
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出典：コマツ 

図 1.4-4 スマートコンストラクションの全体像 

 

国土交通省が推進する i-Construction は、スマートコンストラクションの導入で実現可

能である。スマートコンストラクションのコンセプトを鉱山に適用されることが期待され

る。 
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1.5 走行支援道路システム 

国土交通省道路局の Web サイト16に、交通の輸送効率や快適性の向上に寄与する一連の

システム群の総称として IT（Information Technology）を活用した、高度道路交通システ

ム（ITS：Intelligent Transport Systems）に関する詳細が掲載されている。この技術に関

する研究の背景は、道路と自動車（クルマ）が協調し、ドライバーにリアルタイム情報提供

することにより、車両走行の安全、輸送量の増加、移動時間の適切な短縮、環境配慮、ドラ

イバーの負荷可低減をはかり最終的に自動運転を目指す目的でスタートしている。 

なお、発足当時の管轄省庁の違いにより、旧建設省が推進していた走行支援道路システム

（AHS: Advanced Cruise-Assist Highway Systems）と旧運輸省が推進する先進安全自動

車（ASV: Advanced Safety Vehicle）の概要について、それぞれ以下で述べる。 

 

1.5.1 走行支援道路システム（AHS） 

走行支援道路システム（AHS: Advanced Cruise-Assist Highway Systems）は、（高速道

路を中心とした）“安全運転を支援するシステム”として紹介されている。すなわちAHSは、

道路と自動車（クルマ）がセンサや路車間通信などの最新の ITS テクノロジーを利用した

無線回線を介して連携し（路車協調）、直前での交通事故防止対策あるいは渋滞削減を目指

すシステムといえる。 

AHS の運用は、様々な事故要因について、事故直前のドライバーの行動事象への対策の

必要性が分析されたことより、そこに着目し、①情報提供、②警報、③操作支援、といった

複数のサービスをつうじて、事故発生を効果的に防ぐことが期待されている。その代表的な

サービスの一例として、カーブなどの見通しの悪い箇所で、走行中のクルマから検出困難で

ある停止車両などを発見し、未然に衝突事故を防止する「前方障害物衝突防止支援サービス」

が挙げられる（図 1.5-1）。 

 

 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所17 

図 1.5-1 前方障害物衝突防止支援サービス 

                                                   
16 http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/topindex/topindex_g03_2.html 
17 http://www.nilim.go.jp/lab/qcg/japanese/2reserch/1field/02ahs/ahs_7services_1.htm 
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AHS は、路車協調による様々なサービスを目指しており、そのうち、基本ユーザーサー

ビスは、時間軸（事前、直前、最中・直後、事後）と目的（安全性の向上、効率・環境の向

上）の視点から、体系化されている。更に安全性向上に寄与する 7 つのサービスを選定さ

れ、官民連携により研究開発を促進し、後述するASVとの共同実証実験（Smart Cruise 21）

が実施された。その成果は、平成 12 年（2000 年）に世界に発信され高い評価を得ている。 

AHS 研究開発ついて、第一期として 1996～2002 年度に実施され、実証実験が 2002～

2003 年度に行なわれた。第一期の成果も踏まえた第二期研究開発は、実用化に向けた研究

開発が 2003～2007 年度に行われた（図 1.5-2）。 

 

 
出典：国土交通省国土技術政策総合研究所18 

図 1.5-2 AHS 研究・開発の経緯 

 

AHS の早期の実用化を視野に、第二期では安全走行支援のための情報提供、注意喚起支

援といったドライバー向けサービスの早期実現、同時に道路管理者向けサービスも可能な

インフラの活用方法を提案するなどの、具体的なロードマップとともに示されている（図 

1.5-3）。 

                                                   
18 http://www.nilim.go.jp/lab/qcg/japanese/2reserch/1field/02ahs/ahs02.htm 
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特に 1996 年 9 月に国土交通省の委託を受けて、AHS 実用化開発の推進目的で、自動車

や電気、通信などの民間企業 21 社により連携した技術研究組合「走行支援道路システム開

発機構（AHSRA）」が設立された。 

ここで AHS 実現に向けて新しい技術の開発・導入を通して、道路交通の安全性と効率性

の向上を目的とした研究に引き継がれた。すなわち、道路状況を検知する「収集系技術」、

検知した情報を車両に伝える「路者車間通信系技術」、ドライバーに情報を提供する「提供

系技術」である。なお、AHSRA は解散しているため、現在ネット上に公開されている項目

情報のデータ開示について、著しい制約がある。 

 

 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所19 

図 1.5-3 AHS のロードマップ 

 

 

1.5.2 先進安全自動車（ASV） 

先進安全自動車（ASV: Advanced Safety Vehicle）は、ITS の一部で、自動車（クルマ）

に様々な先端技術を用いて、車両そのものが、ドライバーの安全運転をサポート・支援する

プロジェクトあるいは搭載した車両本体そのものを指す用語として用いられている。あく

までドライバーの意思を尊重し、ドライバーが主体的に責任もって運転する前提である。

ASV の一般的な概念、運転支援のイメージについて図 1.5-4 及び図 1.5-5 にそれぞれ示す。 

                                                   
19 http://www.nilim.go.jp/japanese/its/2reserch/1field/2ahs/ahs06.htm#07 
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出典：国土交通省20 

図 1.5-4 ASV の概念イメージ 

 

 
出典：国土交通省21 

図 1.5-5 運転支援の考え方イメージ 

 

国土交通省自動車交通局を事務局として、大学、自動車・自動二輪メーカー（14 社）、関

係団体、関係省庁がメンバーとなる「先進自動車（ASV）推進検討委員会」により 1991 年

                                                   
20 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/principle.html 
21 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/japanese/driveassist.html 
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以降、ASV 推進計画を各段階に応じて検討・推進している（表 1.5-1）。 

 

表 1.5-1 ASV 推進計画の概要 

 

出典：国土交通省22 

 

現在、一般に市販されている自動車にも、ASV の代名詞、衝突被害軽減ブレーキに代表

される機能搭載が進んでいる状況にある。例えば Eye Sight やスマートアシストなどの普

及により、購入層、ユーザー側にも一気に認知されてきている。これらは、比較的普及価格

帯の車両にも搭載されているため、今後その普及が加速度的に進むものと予想される。 

 

 

1.5.3 国土交通省の自動運転の取り組みの現状 

国土交通省では、自動運転分野で日本が世界をリードすべく取り組みを開始している 

平成 28 年（2016 年）11 月 25 日に開催された国土交通省生産性革命本部において、「ク

ルマの ICT 革命」を追加プロジェクトに選定し、これを推進するため、省内に自動運転戦

略本部を設置し、第１回会合が同年 12 月 9 日に開催された。この本部の設置趣旨は、次の

とおりである。 

「交通事故の削減、少子高齢化による公共交通の衰退等への対応、渋滞の緩和、国際競争

力の強化等の自動車及び道路を巡る諸課題の解決に大きな効果が期待される自動車の自動

運転について、G7 交通大臣会合、未来投資会議等の議論や産学官の関係者の動向を踏まえ

つつ、国土交通省として的確に対応するため、省内に国土交通省自動運転戦略本部を設置す

る」 

クルマの ICT 革命（自動運転×社会実装）に向けて、自動車運転技術の実用化により、

安全性の向上、運送効率の向上、新たな交通サービスの創出等が図られことにより、大幅な

生産性向上に資する大いなる可能性が期待される。これらの実現に向けて、今後ルールの整

備と共にシステム実証を進める必要がある。将来的な自動運転の実現により期待される効

果や課題など、以下のポイントにまとめられる（図 1.5-6）。  

                                                   
22 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/aboutasv.html 
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・交通事故の低減 

・渋滞の解消・緩和 

・少子高齢化への対応（生産性の向上） 

・国際競争力の強化 

 

 

出典：国土交通省 自動運転戦略本部第 1 回会合 配布資料 2 からの抜粋23 

図 1.5-6 将来的な自動運転の効果と課題 

 

米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）内の自動車技術者協議会（SAE）による自動運転

レベル分け（2016 年 9 月）が改正されたことをうけ 2017 年 5 月において日本でのレベル

についても見直しされる予定である（図 1.5-7）。 

 

                                                   
23 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000018.html 
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出典：国土交通省 自動運転戦略本部第 1 回会合 配布資料 2 からの抜粋 

図 1.5-7 日本の自動運転レベル分けの改正案概要 

 

各自動車メーカーの HP よりの自動運転のレベル分け定義について、技術段階とそれに

応じた責任の関係について、図 1.5-8 に示す。 

 

 
出典：国土交通省 自動運転戦略本部第 1 回会合 配布資料 2 からの抜粋 

図 1.5-8 レベル分けによる自動運転の定義 

 

自動走行技術のレベルに応じた開発状況に関するロードマップを図 1.5-9 に示す。 
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出典：国土交通省 自動運転戦略本部第 1 回会合 配布資料 2 からの抜粋 

図 1.5-9 官民 ITS 構想による自動走行技術の開発ロードマップ（2016） 

 

自動運転戦略本部第 1 回会合配布資料には、各自動車メーカーが開発・実用化している

自動運転技術について、市販分、開発中のもの各種の運転支援技術（対車両自動ブレーキ、

踏み間違い防止装置、レーンキープアシスト、アダプティングクルーズコントロール（ACC）

の普及状況についても示されている。更に自動運転に係る政府戦略、自動運転の実用化、実

証実験に関する各種制度の検討状況について国内外、自動運転導入に向けた国内外の動き

について適切にまとめられている。 
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1.6 主な研究開発機関 

1.6.1 CSIRO 

豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO: the Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation）は、豪州教育訓練省（Department of Education and Training）

所管の豪州最大の総合研究機関で、研究分野は、農業、環境、情報通信、保健、材料、製造、

鉱物、エネルギー等広範にわたり、スタッフは 5,387 人。10 億豪ドルを超える予算規模で

55 の施設で研究開発を進めている。 

今回調査で訪問した Brisbane に在る研究施設（通称 QCAT: Queensland Centre for 

Advanced Technologies）にて、Mining & Processing Technologies Research Group が鉱

山の機械化、自動化に取り組んでいる。 

(1) 坑内掘 Longwall の自動化 

坑内掘 Longwall の自動化システムに関しては 2000 年代に Longwall Automation 

Steering Committee (LASC) によって確立され、LASC Longwall と呼ばれる最新技術を

取り入れて進歩を遂げている（3.2.1 で詳述）。現在、このシステムは豪州の 60%の Longwall

に採用されている。CSIRO が主導し、開発時には、JOY Global、EICKHOFF Australia な

ど主要な Longwall メーカーが参画した。研究費は Australian Coal Association Research 

Program (ACARP) を通じた Australian Coal Association (ACA)のファンドである。 

開発内容は、切羽の自動直線化や水平コントロール（センサ&ソフトウェア）、Longwall

機器との相互通信、切羽の 3D モニタリングシステムなどである。Longwall 切羽は完全無

人化ではなく、ドラムシェアラー（Drum Shearer）24に 1 名、ゲートのステージローダー

（Stage Loader）に 2 名の配置とのことである。 

LASC Technology の導入成果として、Glencore の炭鉱では生産性が 5～30%向上したと

のことである。 

 

(2) 坑道掘進の自動化 

コンティニュアスマイナー（CM: Continuous miner）自動化の研究も行っている。技術

的には確立されており、2017 年 1 月時点で 100 万豪ドルの ACARP 予算での Navigation 

project の最終段階にある（3.2.2 で詳述）。 

また、コンティニュアスマイナーに追随するロックボルト打設機の自動化の開発も行っ

ており（下図、模型写真）、更に、2017 年から ACARP からシャトルカー（Shuttle car）の

自動化の予算を確保されたとのことで、Longwall 採掘で、先行して行う坑道掘進の高速化

を図り、Longwall 採掘の効率化のボトルネックを解消する技術開発を進めている（図 

1.6-1）。 

 

 

                                                   
24 ドラムカッター（Drum Cutter）と呼ぶ場合もある 
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前方（左から） 

コンティニュアスマイナー 

ロックボルト打設機 

シャトルカー 

出典：CSIRO 

図 1.6-1 掘進自動化のイメージ 

 

(3) 3D マッピング 

カメラとレーザーを使用した 3D マッピングも研究している。曲がりくねった坑内坑道、

露天鉱の 3D マッピングなども可能である。カメラは防爆構造となっており、坑内掘炭鉱で

も適用可能である。坑内の場合、420m の坑道をマッピングする場合、2.5mm の空間分解

能で計測時間は約 2 時間である。 

カメラとレーザーを使用した坑内の 3D マッピングを図 1.6-2 に示す。 
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出典：CSIRO 

図 1.6-2 カメラとレーザーを使用した坑内 3D マッピング 

 

Sirovision と名付けられた、坑内用及び露天採掘用のステレオ写真による坑内坑道や露天

掘ピットの岩壁面の精密な 3D 画像を作成する地質学・地質工学マッピング／解析システム

が開発されており、岩石の性状が自動で判別され、断層や亀裂も自動で検出される（下図は

Sirovision の解析画面）。これを元に、現場技術者は岩壁崩壊の危険性の判定を行うことが

でき、生産性と安全性が向上する。この技術は、既に、Datamine Software 社が商品化し、

カメラ機器・ソフトウェアの販売を行っている（図 1.6-3）。 

 

 

出典：Datamine Software 

図 1.6-3 Sirovision の解析画面 
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(4) 石炭物流の自動化 

CSIRO では、物流の自動化にも取り組んでおり、例えば鉄道（石炭）ワゴンからの石炭

排出時に、炭車の隅に排出されずに残った石炭（残炭）を自動的に検出する技術（図 1.6-4）

やストックパイルの自動モニタリングをインタラクティヴなレーザーにより 24時間リアル

タイムで行っている（図 1.6-5）。ソフトウェアにより三次元にビジュアル化もされ、貯炭

量も計算できる（図 1.6-6）。 

 

出典：CSIRO 

図 1.6-4 石炭ワゴンの残炭検出システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：CSIRO 

図 1.6-5 ストックパイルの自動モニタリングシステム 

 

 

出典：CSIRO 

図 1.6-6 ストックパイルのドーザーポジショニング技術 
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また、シップローダーの自動化技術なども研究開発している（図 1.6-7）。 

 

 

出典：CSIRO 

図 1.6-7 シップローダーの自動化技術 

 

(5) 保安技術 

CSIRO では、様々な保安技術の開発も行っている。 

例えば、自然発火を起こし易い露天掘炭鉱のピットを、ドローンで空撮した多重スペクト

ル画像により、ピットの表面温度を監視して自然発火を防ぐ技術である（図 1.6-8）。 

 

 

出典：CSIRO 

図 1.6-8 露天掘炭鉱ピットの表土温度監視 

 

更には、坑内で落盤等の事故が発生し、例えば車両等が崩落箇所より先に進めない場合に、

内部の状況を捜索するための、ビデオカメラやセンサを搭載したヘリウムで満たした小型

飛行船を偵察に使う技術の開発を行っている（図 1.6-9）。 
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出典：CSIRO 

図 1.6-9 坑内における小型飛行船の研究 

 

 

1.6.2 Mining3 

Mining3 は、1991 年創設の CRC Mining を起源としている。CRC Mining は豪州政府機

関として発足し、研究所、産業界とのパートナーシップ組織であった。2014 年に政府機関

から 100%産業界の出資になった。2016 年に CSIRO の Mineral Resources 部門が CRC 

Mining に加わることにより、Mining3 として活動している。 

Mining3 のメンバーは、CSIRO、3 大学（Curtin 大学、Queensland 大学、Queensland

工科大学）、メーカー4 社（Caterpillar、JOY Global、コマツ、SANDVIK）、鉱業会社 4 社

（Anglo American、Anglo Gold、Barrick、Vale）の計 12 の組織である。この他に、プロ

ジェクトのパートナーとして BHP Billiton、Newcrest、Newmont、Rio Tinto が加わって

いる。 

Mining3 の活動のゴールは、鉱山機械技術のブレークスルーと開発した技術、機械の商

業化、商品化である。研究資金は三つのパターンがある。一つは Mining3 独自が拠出する

プロジェクト。二つ目はメンバーが拠出するプロジェクト、三つ目は、メンバーと ACARP

のファンドを組み合わせたプロジェクト。例えば、Caterpillar とコマツは競争相手ではあ

るが、共有できる技術について研究開発を行っている。共同研究をすることによって、研究

コストの削減につながり、企業のメリットにもなる。 

調査研究の分野は採鉱に関しては、発破、運搬、粉砕等である。以下、主な研究・開発を

紹介する。 

 

(1) SmartCap 

SmartCap は精巧な取外し可能なセンサを取り付けた帽子で、電気的脳活動を読み取り、

個人の疲労度を測定する。データは Bluetooth 無線通信で運転室にセットしたディスプレ

イに連続的に送られ、リアルタイムで表示される。もし疲労度レベルが基準を超えると視覚

と音声で警報を発する（図 1.6-10）。 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Mining3 

図 1.6-10 SmartCap 

 

(2) Load Haul Dump (LHD)の自動化 

Load Haul Dump (LHD)自動化は、2004 年に Caterpillar 社が MINEJEM という名前

で自動化 LHD を発表した（図 1.6-11）。 

 

 
出典：Mining3 

図 1.6-11 Load Haul Dump (LHD)自動化 

 

豪州のブロックケービング法を採用している Northparkes 鉱山（坑内掘）では、鉱石の

回収に使用する全ての LHD を、地上からの遠隔操作により、無人運転している。これによ

り、高速化を実現し能率アップと、人に対する安全性向上、重機の排ガス・粉じんによる健

康問題も解決している。 

 

(3) Cave Tracker 

Cave Tracker という、ブロックケービング採掘現場で使われる、自然落下する粉砕岩石

の挙動を検知するシステムが開発され、豪州やモンゴルの銅鉱山で実用化されている（図 

1.6-12）。 
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出典：Mining3 

図 1.6-12 Cave Tracker 

 

(4) 光ファイバーによるコンベア監視 

鉱山によっては 30～40km にも及ぶベルトコンベアを設置することがある。Mining3 で

は、コンベアに光ファイバーを設置し、コンベアのベアリングの異音を感知するシステム

（リアルタイム監視）も研究している（図 1.6-13）。 

 

 

出典：Mining3 

図 1.6-13 光ファイバーによるコンベア監視 
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(5) Drill の自動化と Borehole radar 

Hunter Valley の RioTinto の炭鉱ではドリリングの自動化を導入している（図 1.6-14）。 

 

 

出典：Mining3 

図 1.6-14 自動ドリリング 

 

また、抵抗力センサにより、Top of Coal（炭層の上面）を判定し、炭層に達する直前で穿

孔を停止し、発破による炭層のダメージを少なくする技術（Borehole radar）が開発されて

いる（図 1.6-15）。 

 

 

出典：Mining3 

図 1.6-15 Borehole radar のアウトプット 
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第2章 露天掘鉱山で活用可能な自動化システム 

2.1 鉱山管理・鉱山機器の自動化システム 

2.1.1 重機メーカーの開発状況 

2000 年代に入り、中国を中心とした新興国の経済発展によって資源の需要が高まり、世

界的に資源ブームが到来した。豪州はこの資源ブームの恩恵を最も受けた国であり、特に

2004 年以降、石炭価格、鉄鉱石価格の上昇によって、資源業界は活況を見せてきた。同時

期には豪州における資本注入も相次ぎ、鉱山労働者の不足に起因する給与所得も大幅に上

昇している。この頃から鉱山会社は操業コストの削減、鉱山労働者の不足に対処するための

方策を本格的に検討し始めている。 

鉱山操業で最も鉱山労働者が多い部門はダンプトラック運転員である。豪州の一般的な

鉱山ではダンプトラックの運転手は 12 時間交代の 2 シフト制をとっている。鉱山が僻地に

ある場合、運転手の出勤シフトは 1 週間連続出勤、1 週間連続休日など、鉱山によって様々

であるが、概ね 1 台のダンプトラックに対し 4～5 名の運転手が必要になるといわれてい

る。運転手コストは鉱山開発で大きな支出となっており、無人ダンプトラック導入のニーズ

が高まったといえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Bloomberg 2013 年 10 月 2 日記事25 

 

鉱山会社にとって操業コストの削減に加え、操業の安全性を向上させることが重要であ

る。一旦事故が発生すると数日から数ヶ月の操業停止を強いられることがあり、最悪、閉山

あるいは倒産に至るケースもある。鉱山ではダンプトラックと管制車との衝突、ダンプトラ

ックの道路からの落下・横転、ショベルとダンプトラックの接触などが起きており、死亡事

故も発生している。無人ダンプトラックは、厳しい労働環境から従業員を解放することによ

り、事故による操業停止、災害補償金の支出を削減することが可能となる。 

また、大雨によるスリップなどを避けるための速度制御、砂嵐による視界不良による衝突

事故等に対応できるため事故ゼロに貢献できる。更に、適正な走行管理によって、ダンプト

                                                   
25 http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-02/rio-replacing-train-drivers-paid-like-u-s-surgeons 

参考（ダンプトラック運転手の年収について） 

 

Rio Tinto が西 Australia 州の Pilbara 地域で操業している鉄鉱石鉱山のダンプトラ

ック運転手の年収は 24 万豪ドルである。400 名以上の運転手を雇用していることか

ら、年間約 1 億豪ドルの運転手コストがかかっていることになる。当時の豪ドルレ

ートは 93 円／豪ドルであったことから年収約 2,200 万円である。この記事では、Rio 

Tinto が無人ダンプトラックを導入した理由の一つとして、紹介している。 
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ラックの最大の消耗品である大型タイヤの磨耗を軽減することが可能である。 

一方で重機メーカーにおいても顧客へのサービス向上や鉱山会社のニーズに応えるべく、

鉱山重機の自動化、省人化などの開発を続けてきた。具体的には鉱山のダンプトラックやシ

ョベルなどの重機を管理するシステムであり、保守管理、重機位置確認、省エネ管理等に

ICT の技術を活用している。この管理情報は顧客である鉱山会社、重機メーカー、重機メー

カー代理店等が遠隔地でも把握が可能なシステムである。 

ダンプトラックの配車を最適化するシステムとして車両運行管理システム（FMS: Fleet 

Management System）を提供している。従来は鉱山現場において管理するシステムであっ

たが、現在の主流はクラウドサービス型の FMS を採用することにより、遠隔地の一施設か

ら複数の鉱山を管理し、運行指示を出すことが可能となっている。つまり、インターネット

を介して実現するものであり、ネットワークの安全性、高速性、安定性が課題でありセキュ

リティ対策も重要になっている。鉱山会社では、上記管理システムに加え、様々な鉱山管理

システムを導入し、鉱山操業の最適化を指向している。 

以下、重機メーカー鉱山機器自動化に係る開発状況、開発動向を紹介する前に、一般的な

露天掘鉱山の採掘方法を説明する。 

鉱山開発では、いかに効率的に資源を搬送するかが重要である。一般的な露天掘鉱山の採

掘は、穿孔発破、剥土運搬、鉱石採掘・運搬の順で行われる（図 2.1-1）。剥土・鉱石の積込

と運搬はダンプトラックと油圧ショベルで行い、「トラック&ショベル法」と呼ばれている。

露天掘炭鉱の場合、剥土にドラグラインを使うこともある。 

トラック&ショベル法の場合、1 台のショベルに対し、複数台のダンプトラックが配置さ

れるが、操業上のポイントは如何にショベルの稼働率とダンプトラックの稼働率を上げる

かである。つまり、「ショベルのダンプトラック待ち」、「ダンプトラックの積込待ち渋滞」

は避けなければならない。適正なダンプトラックの配備は操業管理上重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穿孔       剥土（ドラグライン）      採炭・運搬（トラック&ショベル） 

出典：調査団提供 

図 2.1-1 一般的な採掘手順（露天掘炭鉱の場合） 
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以下に重機メーカー3 社の鉱山機器自動化に係る開発状況、開発動向を紹介する 

(1) Caterpillar 

(a)鉱山操業管理サービス 

Caterpillar（CAT）では鉱山操業の生産性向上、効率向上、収益向上、安全性向上を目的

としたトータルサービスである「MineStarTM」を提供している。 

MineStar は、FLEET、TERRAIN、DETECT、HEALTH 及び COMMAND の 5 つの機

能で構成されている（表 2.1-1）。 

MineStar の役割は、コストを削減しながら同時に安全性を高めることであり、鉱山会社

のニーズの適合したサービスである。 

 

表 2.1-1 CAT MineStar の機能 

機 能 内   容 

FLEET 一箇所あるいは複数の鉱山内のあらゆる機器の管理を行うほか、リアルタイム

に重機の車両管制による生産性管理を行う。 

TERRAIN ドリリング機による穿孔、ドラグラインによる剥土、グレーダーによる整地を

高精度に支援するツールであり、正確な作業位置や作業指示を運転席のモニタ

ー表示で指示することができる。 

DETECT 安全を重視したシステムであり、カメラ、レーダー及び車内モニターの組合せ

で、周辺機器の障害検知を行うほか、シートベルトに埋め込まれたセンサで運

転手が異常行動を起こしたときに警報を発するシステムも組み込まれている。

重機の製造元を問わず適用可能である。 

HEALTH 重機の故障を避けるために機器の健康状態を把握するシステムである。常に機

械を監視し、問題が発生したときにはリアルタイムで警告を発する。 

COMMAND 鉱山規模に応じて、FLEET、TERRAIN、DETECT 及び HEALTH の機能を

統合することにより、これまでにない安全性、生産性を飛躍的に向上させる。 

 

(b)無人ダンプトラック（AHS: Autonomous Haulage System） 

2012 年 Caterpillar と Fortescue Metals Group（FMG）は豪州西オーストラリア州

Pilbara（ピルバラ）地域の Solomon 鉄鉱石鉱山において、Caterpillar が提供する MineStar

の導入の契約を締結した。その一環として、無人ダンプトラック（AHS）を納入した。

Caterpillar にとって最初の AHS 納入となった。FMG では AHS は有人ダンプトラックを

補完するものとの位置付けであり、有人と無人ダンプトラックが混在した操業となってい

る。FMG によれば AHS を導入することにより 20%の生産性の向上があったという26。 

Caterpillar は BHP Billiton が Pilbara 地域で生産している Jimblebar 鉄鉱石鉱山でも

AHS の実証試験を行っている。2013 年 8 月に開始された実証試験には 6 台の AHS を投入

                                                   
26 FMG Annual Report 2016 http://fmgl.com.au/investors-media/reports/annual-reports/ 
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している。更に 2014 年には隣接する Wheelarra 4 ピットで 6 台のトラックが投入された。 

Caterpillar は MineStar のサービスを一層充実させるため、AHS だけで運用するシステ

ム開発を急いでいる。 

 

(2) 日立建機 

日立建機ではマイニング・インフォメーション&コミュニケーション・テクノロジー

（MICT: Mining Information & Communication Technology）の開発と事業化を進めてい

る。MICT は、鉱山管理を効率的に運営するシステム技術であり、その主要ツールとして鉱

山運行管理システム（FMS: Fleet Management System）の提供及びダンプトラック自律

走行システム（AHS: Autonomous Haulage System）の開発を行っている。 

(a)鉱山運行管理システム（FMS: Fleet Management System） 

日立建機は 2009 年に ICT を活用した鉱山運行管理システム（FMS）で実績のあるカナ

ダの Wenco International Mining Systems Ltd を買収した。Wenco は BHP Billiton、

DeBeers 等の大手をはじめ、世界中の鉱山に FMS を提供した実績を持つ。FMS はダンプ

トラック、ショベルなどの機器の稼働状況をリアルタイムで把握し、高精度の予防保全サー

ビスを提供する。車両の燃費や健康状態が把握できるため、故障予防、予備部品やメンテナ

ンス要員の最適化や支障時間の低減も可能である（図 2.1-2）。 

Wenco の FMS の特徴としては、採掘切羽の鉱物品位や目標生産量などを設定すること

で、ショベルの位置やダンプトラックの台数・積載量・スピードなどを計算し、効率的な積

込み位置や配車、運搬ルートなどを自動策定する機能を備えていることである。従来は鉱山

区域に限定していた FMS を日立グループが得意とする ICT を導入し、FMS のクラウド化

の実用化に取り組んでいる。FMS のクラウド化の実現によって、インターネットを介し、

遠隔地から鉱山操業の管理が可能となるとともに、複数の鉱山の状況を一元管理すること

ができる。 
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出典：日立建機27 

図 2.1-2 鉱山運行管理システム（FMS）概念図 

 

前述のとおり、鉱山採掘では 1 台のショベルに対し、複数台のダンプトラックが配備さ

れる。ディスパッチャと呼ばれる配車管理者が、現場の作業状況、ダンプトラックの配置状

況をリアルタイムで監視し、ダンプトラックの運転手に適正な指示を与え、最も効率の良い

車両配置を最適化することができる。ディスパッチャが監視するモニターには、ショベルと

ダンプトラックの配車状況、ショベルのバケット位置と鉱物品位を示す情報（採掘品位の把

握）、ダンプトラックの積載量、位置、走行スピードの情報、重機の健康状態情報などの様々

な情報を無線ネットワークや GPS を介して収集し、可視化情報として管理している。これ

ら情報はリアルタイムで解析され、生産量などを設定した事業業績評価指標（KPI: Key 

Performance Indicator）の目標達成のために、自動的に配車管理などを策定し、その情報

を現場に指示することによってフィードバックできる。 

 

(b)自律走行システム（AHS: Autonomous Haulage System） 

日立建機では FMS をより効果的に運用し、鉱山操業の効率化、省人化という顧客ニーズ

の要求に応えるため、2012 年からダンプトラックの自律走行システム（AHS）の開発を進

めている（図 2.1-3）。 

2013 年には豪州 Queensland 州の Meandu 炭鉱に複数台の AHS 搭載ダンプトラックを

持ち込み、実用化試験を実施している。複数台の AHS 搭載ダンプトラックに加え、シミュ

レーション上の AHS 搭載ダンプトラックを複数台配備し、安全性、信頼性、効率性などの

向上、そして FMS との適用性を高める試験を実施中であり、近年中には商業化する予定で

ある。 

 

                                                   
27 https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/customer/feature/ 
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出典：日立建機28 

図 2.1-3 鉱山運行管理システム（FMS） 

 

 

(c)安全運転支援システム 

2016 年 9 月に日立建機は鉱山用ダンプトラックに関する安全運転支援システム（Fleet 

Awareness V2X）29を開発したと発表した。 

鉱山の安全性の向上や、生産性の維持に寄与することを目的に開発した本安全運転支援

システムは、GPS を活用し、鉱山内の機械の位置情報や運行ルートをリアルタイムで運転

席内のモニターの地図上に表示する既存のナビゲーションシステム「PitNav」を基にして

おり、ダンプトラックに取り付けたカメラの映像データやミリ波レーダーから障害物を認

識する検知技術と日立製作所の持つ V2X（車車間・路車間通信）技術を活用したシステム

である。 

鉱山内を稼働する多数のダンプトラックや油圧ショベルなどの鉱山機械が、IT インフラ

を介さず車車間で無線通信を行うことで、各車両の位置情報をリアルタイムで把握し、運転

席内モニターの地図データ上に表示できる。また、他のダンプトラックなどの鉱山機械との

接近の際には、FMS の車両情報を併せて利用することで、適切な警告をブザー音とモニタ

ーの表示で発する。その警告に合わせオペレーターが運転することで、例えば、鉱山内の起

伏がある交差点や、夜間に前方車両との距離がある場合など、見通しの悪い状況での追突・

衝突事故発生の軽減に寄与することができる。 

図 2.1-4 に「Fleet Awareness V2X」の表示例を示す。Y 字路に差し掛かる手前で、Fleet 

Awareness V2X により他車を検知。ブザー音および他車を赤色で表示するとともに、左上

の方向表示に黄色でマーキングしオペレーターに警告する。鉱山内の規則に合わせ、オペレ

                                                   
28 https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/customer/feature/ 
29 日立建機プレスリリース（2016 年 9 月 26 日）https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/press/16-09-26-2j/ 
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ーターの操作により減速、停車し、他車を優先する。 

本システムは 2017 年内に提供できるとしている。 

 

 

出典：日立建機30 

図 2.1-4 「Fleet Awareness V2X」の表示例 

 

(d)その他 

日立建機は FMS の発展系である鉱山マネージメント全体の管理システムの構築を目指

している。「Pit to Port」、つまり、鉱山採掘から輸送（車両、鉄道など）、港湾に至るマテ

リアルフロー全体、及び電気や水といったユーティリティーなどのプロセス全体を最適化

するシステムである。鉱山会社のニーズは高く、事実、Rio Tinto の鉄鉱石鉱山では、鉄鉱

石の採掘、鉄道輸送、港湾、ユーティリティーのあらゆる管理のもと、鉱山経営の最適化に

向けた開発導入を行っている。 

 

(3) コマツ 

(a)鉱山機械管理システム 

コマツでは鉱山機械管理システム「KOMTRAX Plus」を提供している。KOMTRAX Plus

は、鉱山向け大型機械の管理システムであり、遠隔地からでも衛星通信経由で、ほぼリアル

タイムに車両の健康状態、稼働状態を把握することができる。鉱山機械の異常の早期発見、

最適なメンテナンス時期の提案による修理コストの削減、車両の位置や残燃料の確認など

の把握が可能なことにより、操業の最適化に寄与するシステムになっている（図 2.1-5）。 

KOMTRAX Plus の装着機種は、ブルドーザ（D375 以上）、ダンプトラック（HD465 以

上）、油圧ショベル（PC1250 以上）、ホイルローダ（WA600 以上）となっており、全ての

                                                   
30 https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/press/16-09-26-2j/ 
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車両に標準装備されている。 

 

 

出典：コマツ31 

図 2.1-5 KOMTRAX Plus による機械の健康管理 

 

(b)無人ダンプトラック運行システム（AHS: Autonomous Haulage System） 

コマツは 2008 年に無人ダンプトラック運行システム（AHS）を実用化した。 

1970 年代、国内の鉱山では、近い将来にダンプトラックの運転手不足が予想されており、

無人ダンプトラックの要望が強くあったという。無人ダンプトラックは 1990 年に開発を開

始し、国内で実証試験を重ねた結果、国内の小規模鉱山では採算が合わず、事業化困難との

判断があった。以降、海外の大規模鉱山に導入する検討を始めている。1995 年から海外で

実証試験を開始したが、運行管理システムの開発にも着手している。2000 年に海外鉱山向

けの大型ダンプトラック（積載量 300 トン級）にターゲットを変更し、2008 年にはチリと

豪州の鉱山に商業展開を開始している（表 2.1-2）。 

  

                                                   
31 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/profile/product_supports/ 
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表 2.1-2 AHS 開発経過（コマツ） 

1990 年 日本で AHS 開発を開始 

1995 年 豪州の炭鉱で無人ダンプトラックの試験開始 

1996 年 鉱山機械運行管理システム（DISPATCH®）で実績のある米国の Modular Mining 

Systems, Inc.を買収 

1998 年 無人ダンプトラック運行システム（AHS）－「FrontRunner®」現場試験 

2005 年 無人ダンプトラック 5 台による試験（チリ・CODELCO 銅鉱山） 

2008 年 無人ダンプトラック 11 台による AHS 商業展開（チリ・CODELCO 銅鉱山） 

2008 年 無人ダンプトラック 5 台による AHS 商業展開（豪州・Rio Tinto 鉄鉱石鉱山） 

※2017 年 1 月時点で 72 台運転中 

2016 年 無人ダンプトラック 5 台による AHS 商業展開（カナダ・Suncor Energy オイルサ

ンド鉱山） 

 

コマツがホームページで公開している情報によると、AHS を採用しているダンプトラッ

クは、930E/830E をベースとした車両である。 

高精度 GPS や障害物検知センサ、各種コントローラー、無線ネットワークシステム等を

搭載したダンプトラックを中央管制室で運行管理し、完全無人稼働を実現させている。 

目標となる走行コースと速度情報は、中央管制室から無線でダンプトラックに自動配信

され、ダンプトラックは高精度 GPS および推測航法で自身の位置を把握しながら、目標コ

ースを目標速度で走行する。 

有人車両の油圧ショベルやホイールローダー等の積込み機にも高精度GPSが搭載されて

おり、鉱石の積込み場では積込み機のバケットの位置を計算し、ダンプトラックを適正な積

込み位置へ自動誘導する。また、排土場までの走行コースも中央管制室から配信され、所定

の場所で安全かつ正確に荷降ろしすることを可能にしている。 

これらの無人ダンプトラックおよび AHS エリア内で稼働する有人車両（積込み機、ブル

ドーザー、モーターグレーダー、サービス車両等）は、フリート管制システムによってリア

ルタイムで管理され、最適配車管理システム（DISPATCH®）とリンクすることで、積込み・

排土場での待ち時間を最少にする配車管理が可能となり、安全で効率的な協調稼働が実現

されます。 万が一、ダンプトラックの走行中に他の車両等が走行コースに近づいた場合、

障害物センサが検知し、緊急停止することで安全性を確保している（図 2.1-6）。 
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出典：コマツ 

図 2.1-6 無人ダンプトラック運行システム（概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：コマツ 平成 28 年 9 月 26 日プレスリリース32 

  

                                                   
32 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2016092615315327190.html 

参考（無人専用運搬車両） 

 

コマツは有人車両をベースにしたこれまでのダンプトラックと異なり、鉱山現場

における無人稼働のメリットを最大限に発揮できるよう運転室をなくし、前後方

向を選ばない走破性の高いシャトル走行が可能な車両を公表した。積込場や排土

場での切り返し動作が一切不要になり、特に、多雨・多雪などの滑りやすい現場

や積込場の狭さなどの制約から既存の無人ダンプトラックでは稼働しづらい現

場にも導入することができ、大幅な生産性の向上が見込まれる。 
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2.1.2 鉱山会社の活用事例 

(1) Rio Tinto 

(a)概要 

Rio Tinto、Vale、BHP Billiton は鉄鉱石 3 大メジャーと呼ばれているが、Rio Tinto が

豪州西オーストラリア州 Pilbara（ピルバラ）地域（図 2.1-7）で展開している鉄鉱石鉱山

における自動化システムについて紹介する。 

Rio Tinto は Perth の北方約 1,500km に位置する Pilbara 地域に 15 の鉄鉱石鉱山を操業

している。2016 年の同地区の鉄鉱石販売量はおよそ 3.3 億トンと 1 日当たり 90 万トンに

達する。Rio Tinto では早くから ICT を取り込むことにより操業の最適化を実現している。

2008 年 12 月にはコマツの無人トラックの運用も開始している。 

 

 
図 2.1-7 Pilbara 地域概念図 

 

(b)Rio Tinto Operation Centre 

Rio Tinto は Pilbara 地域の鉄鉱石鉱山の操業を最適化する目的で Perth にオペレーショ

ンセンターを設置している（図 2.1-8）。センターでは、1,500km 離れた Pilbara 地区の鉄

鉱石鉱山の採掘、重機、選鉱施設等プラント、鉄道、港湾、ユーティリティー等あらゆるデ

ータを監視し、センターから現場に指示、あるいは制御が可能となっている。 

センターには 200 名のスタッフが常駐している。そのうちコントロールルームのスタッ

フは 120 名で 3 交代制、365 日 24 時間監視である。訪問時は 20 名～30 名程度のスタッフ
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が見受けられた。 

コントロールルームは、採掘、プラント、港湾、鉄道、重機監視の部署ごとに配置されて

おり、Dynamic Scheduling という部署が全体を監視し、必要に応じて生産計画再調整のコ

ーディネーションをしている。コントロールルームのデスクは数百台のモニターの壁とな

っている。 

Rio Tinto では 2006 年に開発を始め、実証段階を経て 2009 年に現状のセンターとして

運用している。立地は Perth 空港に隣接しているが、その理由の一つとして「電源供給がも

っとも信頼できる場所」としており、非常時のバックアップ電源も持っている。コマツの無

人ダンプトラックもセンターで監視している。鉄鉱石は全て Rio Tinto 自前の鉄道で、同じ

く所有の 2 つの港湾に運搬されている。Pilbara 地区における Rio Tinto の 2016 年の鉄道

輸送量が約 3.3 億トンであることから、鉄道運搬の最適化は非常に重要である。全ての部署

から集約された情報がコントロールルームの巨大な監視モニターに掲示されている。無人

ダンプトラックによるコスト削減効果は不明であるが、本システムを導入することによっ

て 12%のコスト削減効果が出ていると Rio Tinto の CEO が発言している。 

 

 

出典：調査団提供 

図 2.1-8 Rio Tinto Operation Centre（Perth） 

 

(c)Rio Tinto Hope Downs 4 iron mine 

Hope Downs 4 iron mine（HD4）は Hancock Prospecting との 50:50 の JV である。

Pilbara 地域の Rio Tinto の鉄鉱石鉱山は全て Rio Tinto がオペレーションシップを取って

いる。従業員は 600～700 名（メンテナンスコントラクター要員含む）である。現地のオペ

レーターは 1 日 12 時間間労働で 2 週間勤務、1 週間休暇の Fly-in／Fly-out である。HD4

は 2013 年に開山し、SOP（Saleable Ore Production）で年間約 1,500 万トンである。 

HD4 ではコマツの無人ダンプトラック（型式 830E）20 台が稼動している。Rio Tinto で

は無人ダンプトラックを導入した 3 番目の鉱山である。2017 年 1 月時点で 3 つの鉄鉱石鉱

山で合計 72 台のコマツ製無人ダンプトラックが導入されている。Rio Tinto の鉱山で稼動
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しているダンプトラックのおよそ 2 割程度である。安全性の観点から有人ダンプトラック

と無人ダンプトラックを一緒に動かすことはせず、無人ダンプトラックを導入した鉱山で

は全て無人ダンプトラックだけで運行している。無人ダンプトラックの運搬道路（Haul 

road）は、有人ダンプトラック運搬道路より広くする必要がある。そのため、既存の鉱山に

無人ダンプトラックを導入するためには、鉱山設計の変更を必要とすることから新規の鉱

山に導入するとのことであった（図 2.1-9）。 

HD4 における無人ダンプトラックの燃料はディーゼルであり、24 時間に 1 回給油する。

また、常に 1 台はメンテナンスを行っており、最大 19 台の運用となっている。給油時間、

鉄鉱石積載時、待機時には走行を停めているが、平均すると 1 日のうち 73%が走行してい

るとのことであった。無人ダンプトラックのメンテナンス範囲は、Rio Tinto が 9 割、コマ

ツが 1 割とのこと。基本的にコマツは GPS やレーダーの点検をするのみである。 

鉄鉱石は有人ショベルで無人ダンプトラックに積込みするが、ショベル運転手はデータ

通信によって積載量を把握でき、無人ダンプトラックに発車指示を送るとのことである。無

人ダンプトラックの停車位置は、Perth のオペレーションセンターまたは現場から指示でき

る。 

西オーストラリア州では、無人ダンプトラックによる採掘の安全を確保するための Code 

of Practice（実施規準）が州政府と鉱山会社、メーカーの協議により作られている。無人ダ

ンプトラックを採用している鉱山は Code of Practice を遵守している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採掘切羽（無人ダンプトラック）         選鉱プラント 

写真：調査団提供 

図 2.1-9 Hope Downs 4 iron mine 

 

(d)今後の導入予定 

2008 年 Rio Tinto は Pilbara 地域の鉄鉱石鉱山の生産性拡大、エネルギー消費の低減、

従業員の安全性向上、環境インパクトの削減を目標に「Mine of the Future™」33というプ

                                                   
33 http://www.riotinto.com/australia/pilbara/mine-of-the-future-9603.aspx 
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ログラムを立ち上げた。プログラムの主要開発項目は、Operations Centre、Autonomous 

haulage systems (AHS)、Automated drilling system (ADS)および Auto Haul®である。 

1) Operations Centre 

2009 年に運用を開始している。詳細は前述のとおりである（図 2.1-10）。 

 

 

出典：Rio Tinto Mine of the Future™ Brochure 

図 2.1-10 Rio Tinto Operations Centre 

 

2) Autonomous haulage systems (AHS) 

2008 年に試用を開始し、2016 年末時点で 72 台の無人トラックを導入している（図 

2.1-11）。 

 

 

出典：Rio Tinto Mine of the Future™ Brochure 

図 2.1-11 Autonomous haulage systems in Pilbara 

 

3) Automated drilling system (ADS) 

自動穿孔システムである。2014 年から一部の操業現場で運用している（図 2.1-12）。 
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出典：Rio Tinto Mine of the Future™ Brochure 

図 2.1-12 Automated drilling system 

 

4) AutoHaul® 

AutoHaul®は Rio Tinto が進めている鉄道無人化システムの商標名である。完成すれば

世界初の長距離重量物無人鉄道輸送システムとなる。2016 年末時点で Perth のオペレー

ションセンターの機能に組み込み、Auto Haul®を搭載した機関車との通信制御、機能確

認、安全性等の実証を進めている（図 2.1-13）。 

 

 

出典：Rio Tinto Mine of the Future™ Brochure 

図 2.1-13 AutoHaul®のイメージ 

 

(2) BHP Billiton 

(a)概要 

BHP Billiton も Rio Tinto と同様に Pilbara 地域の鉄鉱石鉱山の操業を最適化する目的

で Perth にオペレーションセンターを設置している。BHP Billiton は鉄鉱石鉱山における

オペレーションセンターの経験をもとに、炭鉱における操業最適化を目的としたオペレー

ションセンター（IROC: Integrated remote operations centre）を Brisbane に設置した。

本報告書では、Pilbara 地域鉄鉱石鉱山を対象としたオペレーションセンターを IROC-
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Perth、炭鉱を対象としたオペレーションセンターを IROC-Brisbane と称する。 

 

(b)Integrated remote operations centre, Perth (IROC-Perth) 

IROC-Perth では Pilbara 地域で操業している鉄鉱石鉱山を一元的に管理している。管理

範囲は鉱山操業からプラント制御、鉄道、港湾に至り、鉄鉱石のサプライチェーンを全て網

羅している。 

運用は 24 時間 365 日体制でリアルタイム監視である。監視は各サプライチェーンに沿っ

てグループ化されているが、サプライチェーン全体を最適化するために相互の情報が集約

され、最適な指示を提供することができる。各グループでは無線、電話、Web カメラを通

じてコミュニケーションを行っており、操業状況を多くの監視モニターで視覚的に監視し

ている。また、各グループの状況は大型モニターに反映しており、各グループが鉄鉱石サプ

ライチェーン全体をリアルタイムに把握することができる。 

IROC は、資源・資産の有効活用操業の最適化を図るとともに、現有資源・資産の有効活

用に資する上で不可欠な役割を果たしている。 

図 2.1-14 に IROC-Perth が入居している写真を示す（写真右より BHP Billiton、Rio 

Tinto、South32 のビル）。なお、Rio Tinto のオペレーションセンターは Perth 空港隣接地

にある。IROC-Perth のコントロールルーム写真はパンフレット34を参照されたい。 

 

 

図 2.1-14 BHP Billiton IROC 入居ビル 

 

(c)Integrated remote operations centre, Brisbane (IROC-Brisbane) 

2016 年に BHP Billiton は鉄鉱石鉱山におけるオペレーションセンターの経験をもとに、

IROC-Brisbane35を立ち上げた。IROC-Brisbane には、BMA (BHP Billiton Mitsubishi 

Alliance) と BMC (BHP Billiton Mitsui Coal)が操業している QLD 州の炭鉱、Hay Point 

                                                   
34 http://www.stepchangeglobal.com/wp-content/uploads/2013/09/IROC-Brochure-201305031.pdf 
35 https://www.australianmining.com.au/news/bhp-launch-coal-remote-operations-centre/ 
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石炭ターミナル、及び NSW 州の 100%権益を持つ Mount Arthur 炭鉱の操業データをリア

ルタイムで収集している。 

IROC-Brisbane はBHP Billiton が操業している Pilbara の鉄鉱石鉱山で実績を積んだシ

ステムであり、石炭事業の操業最適化、生産最適化、持続的な生産、競争力強化を目的とし

た施設である。フリート管制によって重機の状況を監視し、メンテナンスを最小限にするこ

とが可能である。運用は 24 時間 365 日体制であり、最終的には約 200 人の従業員を雇用す

るとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 鉱山自動化に関する規則 

2015 年 9 月、西オーストラリア州政府は、自動化採掘に関する実施規則「Code of Practice 

- Safe Mobile Autonomous Mining in Western Australia」36を公表した。西オーストラリ

ア州には鉱山安全検査法（Mines Safety and Inspection Act 1994）があるが、鉱山自動化

に関する規則はなかった。この分野の実施規則の制定は世界初となっている。 

この実施規則の制定には鉱山会社、専門家、更に ISO の助言も得て、18 ヶ月を要して作

成したものである。実際に事故もあり、2014 年 8 月には西オーストラリア州 Pilbara 地域

の BHP Billiton Jimblebar 鉄鉱石鉱山において実証試験中であった無人ダンプトラックと

有人散水車の衝突事故が起きており、無人ダンプトラックの最初の事故と言われている。 

この分野の規則は西オーストラリア州しかなく、その他の州では基本的に各社がガイド

ラインを定めている。Queensland 大学の専門家は、国際基準（例えば ISO）でガイドライ

                                                   
36 http://www.dmp.wa.gov.au/Safety/Codes-of-practice-16145.aspx 

参考（ICT 導入に伴うセキュリティ対策） 

 

昨今、政府機関、民間企業等がハッカーによって攻撃される報道があるが、鉱山業

界も同様にサイバー攻撃の脅威にさらされている。大手の鉱山会社では、インター

ネット等の情報通信を介して大量の情報を一元管理することに取り組んでいる。し

かし、この状況はハッカーにとって、情報が一箇所に集約していることより格好の

攻撃目標になりうる。 

鉱山ではあらゆる製品がネットワークでつながっており、これらシステムは、ネッ

トワーク経由した攻撃には脆弱である。このシステムの脆弱性を回避するには、セ

キュリティに関するインフラ設備の拡充に対する意識を高める必要がある。特に中

小の鉱山会社は、セキュリティ対策費用を十分にかけられないために、サイバー犯

罪者から格好の餌食となることを認識すべきであろう。 
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ンを決めるべきであるが、制定には多くの時間を要するであろうとの意見であった。一方で

は、カナダに本拠を置く Global Mining Standards and Guidelines Group では、西オース

トラリア州政府実施規則に基づいて、鉱山自動化に関する新しい国際的ガイドラインを策

定する動きがある。 

実施規則「Code of Practice - Safe Mobile Autonomous Mining in Western Australia」

の内容（目次）を以下に示す。 

 

Foreword 

PART 1 Risk management approach 

1. Introduction 

2. Safety and risk management process 

3. Information, instruction, training and supervision 

PART 2 General hazard controls 

4. Introduction to general hazard controls 

5. Mine planning and design for hazard control 

6. System planning and design for hazard control and functional safety 

7. Commissioning hazard controls 

8. Operational hazard controls 

9. Maintenance hazard controls 

PART 3 Emergency preparedness 

10. Emergency management 

Appendices 

Appendix 1   Legislative provisions 

Appendix 2   Selected standards 

Appendix 3   Glossary 

Appendix 4   Project management plan (PMP) 

Appendix 5   Introducing mobile autonomous systems to mining operations 

Appendix 6   Potential mobile autonomous mining risks 

Appendix 7   Incident reporting 
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2.2 三次元モデル情報を活用した採掘、整地作業の高度化 

(1) 三次元モデルと UAV の活用 

資源の採掘にあたっては、地勢、地質、水文、土地の利用といった様々な基本情報が必要

となる。採掘を履行するためには、これらの情報を地形モデル化、地質モデル化、採掘モデ

ル化を行い、効率的・安全な採掘方法、採掘計画を構築することになる。 

また、採掘が始まり、その進行に伴って自然条件の変化、製品市場の動きと言った後発的

要因による採掘計画の変更、災害防止の対策・処置、出荷する製品品位の変更等を遅滞なく

適切に講ずる必要がある。そのため採掘現場及びその周辺の状況を日常的あるいは定期的

な監理及び記録が求められる。 

採掘後の跡地では、原形復帰あるいは整地作業を含むリクラメーションの実施と管理を

行う上で、採掘モデルと地形モデルが関係してくる。 

以上述べた採掘開始前・後の業務遂行に際しては、三次元モデルの導入により、それぞれ

の開発ステージで、多面的な方向からの三次元でのビジュアル化が可能となる。これによっ

て、効率的な採掘計画、採掘の進捗状況をより詳細に可視化できるばかりでなく、今後の発

生可能性のある問題点の抽出と対応策、計画変更の判断等に対し、より迅速な対応が可能と

なる。 

以下に鉱山分野における三次元モデルの活用分野をあげる。 

 

＜開発前段階＞ 

調 査 － 地形、土地利用、地質調査のデータ解析とモデリング 

採掘方法、採掘計画立案のためのモデリング 

＜開発段階＞  

採 掘 － 露天掘： 採掘ピット内・外の輸送ルート（haul track） 

                     ピットの法面角度、ベンチの傾斜管理 

採掘ピットの変遷（移動） 

剥土量・採掘量の計算 

             破砕帯、斜面崩壊のモニタリング 

             貯炭場、捨石場の管理（面積、容積） 

             自然発火（特に石炭鉱山）・火災の監理 

坑内掘： 坑道の展開、天盤崩壊とその兆候管理 

＜開発後段階＞                

リクラメーション － 埋め戻し・復土の進捗、埋め戻し達成率の管理 

             陥没の有無 

             植生状況の把握 

    

以上の分野では、これまで地上あるいは地下からの計測・測量、モニタリングを行い管理
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しているが、対象範囲が広くなればより人員及び実行日数を要することなる。当然、アクセ

スの難しい所、困難な箇所でのデータ取得は限定されることになる。また、取得したデータ

の処理・解析あるいは、特化したソフトウェアを使用することで処理されてきたが、そのた

めには基本的なデータ入力（時には膨大なデータとなる）が必要で、解析結果のアウトプッ

トまでには相応の時間を要する。 

これらの作業・管理内容を実施する手段として、現場でのデータ取得を UAV（ドローン）

による写真測量あるいはレーザースキャンによる特定範囲での写真撮影とスキャンがある

（図 2.2-1）。これらを使用することで、三次元モデル作成までの時間短縮・従事者数の減

少化が可能であり、使用するカメラ、ソフトウェアによって異なるが、誤差範囲も水平で数

センチメートル、垂直で 5cm までの精度となっている。 

 

 
出典：Adam Technology HP の資料を編集 

図 2.2-1 地形モデル作成からデータ解析までのフロー 

 

図 2.2-2 に資源の採掘前から採掘後までに使用される三次元モデルのフローを示す。図

中の赤点線部分は、UAV あるいはレーザースキャンの利用が特に有効である－数値地形モ

デルの作成（図 2.2-1）、採掘中のピット・輸送ルートの進捗状況、採掘後の埋め戻し、リク

ラメーションの状況である。 
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出典：図中に記載の Website、それ以外は JCOAL 

図 2.2-2 採掘に関係する三次元モデルのフロー
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図 2.2-3には石灰石鉱山における複数のストックパイルのUAV画像と画像解析による各

ストックパイルのボリューム計算による貯鉱量計算結果を示す。 

 

 

 

出典：http://www.aerotas.com/quarry/ 

図 2.2-3 UAV 撮影による石灰石鉱山の貯鉱状況と貯鉱量計算例 

 

従前の測量方法、地上レーザー測量、UAV（ドローン）による測量を同じ現場で実施した

場合に要した時間、成果品アウトプットまでの時間、それらに係る費用の比較を同じ現場で

行った場合の比較として、鹿島建設が行った事例を表 2.2-1 に示す。下記の事例は面積約

2ha の造成現場（切盛土工事）での測量である。 

  

Stockpile Volume (Cubic Feet) Material* Density* (lbs PCF) Weight (Tons) 

1 17,574 3/8" limestone 104 9,138 

2 111,670 3/8" limestone 104 58,068 

3 4,308 3/8" limestone 104 2,240 

4 18,202 3/8" limestone 104 9,465 

5 85,001 loose sand 90 38,250 

6 16,384 loose sand 90 7,373 

7 2,687 loose sand 90 1,209 

8 14,663 loose sand 90 6,598 
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表 2.2-1 測量方法による比較 

測定方法 測定面積 測定日数 
成果品 

作成日数 

概算費用 

(*を 1 として比較) 

ドローン(*) 2ha 1 時間 1 人工 1 

地上 3D レーザー測量 2ha 1 日（平坦） 2 人工 4.0 

光波測量 2ha 3 日（平坦） 10 人工 5.6 

出典：鹿島建設 2015.9 月プレスリリース 

 

上記の表からは、UAV による現場測量は、大幅な時間の短縮が可能であり、経費もレー

ザー測量の 1/4、光波測量の 1/5 以下となった。ドローンの飛行時間は約 10 分であった。

三次元図面化までの所要時間は 4～5 時間。レーザーとドローンによる測定点は約 28 万点

で、90%以上が測定誤差±6cm 以内で、高い相関を示した（以上 鹿島建設の記事）。 

  

(2) UAV の課題点 

このようにドローンの時間及び経費の面からの優位性が明瞭となっているが、現状の

UAV の安全飛行における技術的な課題とそれ以外の主要課題という観点から以下に列記す

る（表 2.2-2）。 

 

表 2.2-2 UAV（ドローン）の課題点 

技術的課題 技術以外の課題（管理・飛行等） 

a. 位置情報 a. 操縦者 

GPS の精度向上 操縦ライセンス（技能、知識） 

非 GPS 環境下での位置確定（画像処理） b. 機体 

b. 自律制御 認証、検査制度 

衝突防止 c. 業務管理 

遠隔操作の確実性 飛行の把握 

c. 機体 業務管理 

長時間飛行（軽量化、バッテリー、燃料電池） d. 飛行基準 

部品の信頼性 飛行高度 

d. 飛行環境 飛行エリア 

風邪、雨への耐性 e. 事故データ収集 

e. 通信 事故の把握 

画像伝送 安全性向上 

リアルタイム、耐遮蔽性 f. 賠償責任 

視程外飛行（自動飛行、衛星通信、携帯回線） 法体系 

f. 安全対策 保険制度 

GPS ロスト時の対応 g. プライバシー 

故障時の対応 プライバシー保護 

出典：熊田貴之 他、空の産業革命から編集 

 

(3) UAV データの広範な活用 

UAV で得られた画像とその処理ソフトウェアから得られたデータは、GIS、地質・採掘
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モデリングの多くのソフトウェアとの互換性があることから幅広く利用することができる。

表 2.2-3 に UAV から得られたデータを利用可能なソフトウェアの一例を示す。 

 

表 2.2-3 UAV データと互換性を有するソフトウェア 

 

出典：https://www.sensefly.com/fileadmin/_processed_/csm_formats sensefly_49ed38e90b.png) 

 

地図上で様々な情報を可視化する GIS は、位置に関する情報を持ったデータ（空間デー

タ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示することから高度な分析や迅速な判断を可能に

するツールとして広く利用されている。土地利用図、地質図、ハザードマップ、都市計画図、

地形図等の主題図、更に地名情報、台帳情報、統計情報、空中写真、衛星画像等の多様な情

報を階層的にインプットすることが可能である。三次元モデルで得られた情報も位置情報

を加えることにより、GIS へのインプットが可能で、これらを利用することで対象となる地

域・範囲での多面的な解析・分析を高度に行うことができる。なお、市販の Arc GIS では、

3D 解析（断面図解析、空間演算処理）を行う機能（Arc GIS 3D）も持つものもある。 

ライダー（LiDAR: Light Detection & Ranging）などの測量ポイントデータや標高デー

タ、建物データなどから断面図を作成する。続いて山の標高差や建物間の距離、高さなどを

判定する。さらに地質データから地層断面図を作成する（図 2.2-4）。 
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出典：esri ジャパン HP 

図 2.2-4 Arc GIS 3D による地形モデルと断面図 

 

(4) 将来の鉱山への UAV 及び関連機器システム導入 

技術の進展により、今後は、UAV は世界的な規模で鉱山の現場への導入が一層促され、

通常業務の一環として利用され、現場での情報収集においてはこれが主流となることが見

込まれる。 

前述の表 2.2-2 にあげた UAV の技術的・それ以外の課題点を解決することにより、将来

的には鉱山の操業システムとして多元的かつ安全な操業システムが活用されることになる

と思われる。ここでは、この多元的操業システムは遠隔操作によりコントロールされ、情報

の収集は日常的に行われ、最終的には全自動に近いかたちで運営される鉱山が見込まれる。 

UAV への対応アプリケーション開発・組み込みにより、人によるアクセスが難しい箇所・

区域での地質・岩石学的データの収集あるいは指定箇所でのサンプル採取といった利用も

期待できる。 

災害情報の迅速な情報収集と 3D による可視化により、発生前の防止対策、発生後の早期

の具体的・適切な対応策の検討と実行が可能となる。 

 

採掘現場での無人化によるコストの低減化に関しては、トラックの無人化運転、UAV と

リアルタイム・キネマティック（RTK: Real Time Kinematic）サテライトシステムの導入

による採掘現場内の無人化による必要人員の削減、コストの低減化がなされる。 

 

(5) ドローン測量による応用例 

我が国の鉱山現場で、積極的に活用されているドローンの実例について下記に示す。 

(a)コマツ 

前述のとおり、コマツは 2015 年 2 月に情報通信技術（ICT）を活用して建設現場の工程

全体を支援する新事業｢スマートコンストラクション｣を開始した。スマートコンストラク
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ションは、ドローンや自動制御に対応する ICT 建機、クラウドコンピューティングなどを

使って、工事現場の生産性向上を目指すシステムである。 

スマートコンストラクションでは、土木施工プロセスに ICT を全面的に活用するととも

に、その生産システム工程にドローン空撮測量の技術を取り入れることでも注目が集まっ

ている。ドローンに搭載されたカメラや 3D レーザースキャナーによる現場計測を基にした

3D モデル作成を通して、従来、建設会社の大きな負担となっていた起工測量を大幅に効率

化することが期待される。 

さらに 2015 年 9 月、コマツは、ドローンによる測量を手がける Skycatch Inc.（米国）

に出資した。Skycatch 社製のドローンは、建設現場を短時間に高精度で測量でき、米国の

鉱山、建設現場で採用実績を伸ばしている。このような出資を通じて、ドローンによる測量

データの解析技術など研究開発の促進をさらに進めている。 

 

(b)日立建機 

日立建機は、日本発のベンチャー企業である Terra Group のドローン事業会社、テラド

ローン株式会社とともに、北海道において無人航空機（UAV）による地形測量を実施し、

UAV 測量サービス開始した。 

UAV 測量を行なった作業現場は、株式会社砂子組が、石炭の採掘権を保有する砂子炭鉱 

三笠露天坑（北海道三笠市奔別）において、拓友工業株式会社が採掘作業を行なっている約

60ha の敷地を対象として実施された。 

本現場における UAV 測量の実施目的は、高低差約 190m のある石炭採掘箇所における極

めて広い対象箇所でのドローンを用いた測量を実施し、コスト比較および国土交通省が推

進する i-construction 対応の UAV 技術の現場への適用実証にある。 

拓友工業では、昨今の石炭需要の増加に伴い一部休鉱区の再稼動を計画する中で、採掘箇

所における精細な三次元（3D）地形データの取得により、効率的な炭鉱運営への結びつけ

を企図し、測量精度および速度で優れた技術を有するテラドローン株式会社と世界の鉱山

機械の運行管理において実績を積み重ねている日立建機の両社による測量方式を採用した。 

広域な作業箇所において、測量速度とコスト低減効果について、ドローンによる測量方法

が極めて有効であることが本事業を通して実証された（図 2.2-5）。 
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（左）測量の様子（右上）測量に飛び立つドローン（右下）砂子炭鉱三笠露天坑の現場37 

図 2.2-5 UAV 測量の様子 

 

(c)鹿島建設 

鹿島建設は三次元図面製作等を手がける株式会社リカノス（山形市）と共同で、ドローン

による写真測量を利用した高精度三次元図面を短時間で作成し、土量管理、工事の進捗管理

に利用するシステムを開発した（図 2.2-6）。 

本システムは、空撮からデータ処理までの一連の作業において、ドローンやカメラ等の機

器の選定、作業方法や使用ソフトの最適化を図ることで、高精度な空撮測量を実現した。本

システムを大規模造成工事に適用したところ、誤差±6cm 以下まで精度を向上でき、測定

時間や費用を大幅に削減できることを確認した。 

鹿島建設株式会社、株式会社ニコン・トリンブル、株式会社ルｰチェサーチは、共同でド

ローンによるレーザー測量の実用化に成功している。ドローンによるレーザー測量の実用

化は日本で初めとなる。 

 

                                                   
37 https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/press/16-07-15j-2/ 
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出典：鹿島建設プレスリリース38 

図 2.2-6 鹿島建設の UAV 測量 

 

  

                                                   
38 http://www.kajima.co.jp/news/press/201509/25c1-j.htm 
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第3章 坑内掘炭鉱で活用可能な自動化システム 

3.1 炭鉱坑内採掘について 

石炭採掘方式は地質条件や地表状況により異なるが、石炭層が地表に近く賦存する場合

は、石炭上部の表土及び上位の岩石層を剥いで石炭採掘を行う露天採掘法が行われている。

しかし、石炭層が深部に向かって傾斜している場合は、採掘の進展に伴い炭層賦存深度が深

くなり、剥土量が増加していくため採掘コストが上昇して採算性が悪くなる。このような条

件下において露天採掘での剥土比が経済限界点を超えている場合、及び物理的にまたは地

表環境からの制約で剥土作業が困難な場合は、地表から地中の石炭まで坑道を掘削して石

炭採掘を行う坑内採掘が採用される。 

坑内採掘は地質条件、炭層傾斜、炭層厚、賦存深度、地表面及び夾炭層の性状並びに断層・

褶曲の有無等により適用される採掘方法、生産性、生産規模、可採炭量が影響を受ける。採

掘前に地質条件を正確に把握するのは困難であり、また地域による変化も激しい。坑内採掘

法では地下の炭層まで岩石中に坑道を掘削、もしくは表層岩石の一部を除去し、炭層内に採

炭準備坑道を掘削して採炭設備を搬入し採炭を行う。採掘炭は坑道を経由して運搬される。

坑道は必要な期間中、通気・運搬・排水に用いられる。 

石炭にはメタンガスを主とする炭層随伴ガスが包含されており、ガスを希釈する必要が

ある。また、地下では深度に応じた地圧（応力）が坑道支保にかかり、地温も上昇する。効

率的運搬システム、通気システム、坑道空間維持技術並びに坑道展開の合理化・効率化が坑

内生産性と能率を左右する。そのため採炭に付帯する作業が多く、労働集約的な採掘法であ

る。 

また、石炭層に包蔵されているメタンガス（Coal Bet Methane）に注目し坑内に入るこ

となくメタンガスを回収する技術が開発された。本技術はシェールガス回収と類似してお

りボーリング技術の進歩により数多く実施されるようになった。 
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3.2 無人化・省人化採掘システム 

坑内採炭において用いられている主な方法として、長壁式採炭（Longwall Mining）と柱

房式採炭（Room and Pillar Mining）が挙げられる。採掘法の選択は炭層傾斜、炭層厚さ、

賦存深度及び上下盤性状（岩質等）に依存する。 

坑内採掘では通気・運搬・排水が必要であり、作業空間維持が重要であるが、坑道断面上

の制約から大型設備導入には限度がある。また、地質擾乱や断層等の地質変動に対応するに

は高度の技術が必要である。 

露天採掘の残壁（ハイウォール）から石炭を採掘するハイウォール採炭（HWM: High Wall 

Mining）も近年行われている。本項では、長壁式採炭と柱房式採炭、更にハイウォール採

炭おける無人化・省人化採掘システムについて述べる。 

 

3.2.1 長壁式採炭無人化・省人化採掘システム 

長壁式採炭は炭層を連続的に矩形に採掘する方法で、切羽両側の坑道を事前に掘削し最

奥部で連絡して採炭設備を据え付け、切羽が坑道入口に向かって戻ってくる後退式採炭と

採炭切羽と両側坑道を同時に奥部に向かって進行させる前進式採炭がある。 

切羽面の幅は 50～450m が一般的であり地質条件により決定される。長壁式採炭法はあ

らゆる傾斜に対応可能であるが、緩傾斜炭層では重装備機械化による高生産性・高能率採炭

が可能となる。現在は自走枠（Shield Support）とドラムシェアラー（Drum Shearer）を

組み合わせた後退式長壁切羽が主流である。近年は大型化が進み、1 切羽年産 700 万トン以

上の大型長壁式採炭切羽も出現している。 

図 3.2-1 及び図 3.2-2 に長壁式採炭の状況をそれぞれ示す。 

 

 

 

出典：調査団作成  

図 3.2-1 長壁式採炭概念図 
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出典：JOY Global HP 

図 3.2-2 長壁式採炭設備 

 

(1) 長壁式採炭自動化 

長壁式採炭切羽での自走枠、ドラムシェアラーの自動化は、切羽における作業員の大幅な

労力削減を可能にした。切羽面における自走枠、ドラムシェアラーの位置情報は三次元での

リアルタイム伝送が実用化され、また、全ての自走枠の鉄柱圧力も坑外に伝送し、リアルタ

イムでグラフィック化できており、坑外で切羽内の圧力状況をいつでも知ることができる。

これらの情報は切羽で作業員の保安の向上にも大きく貢献している。また、インターネット

を介して世界中どの場所でも長壁式採炭切羽の情報をリアルタイムで監視できる。 

長壁式採炭切羽の 5 原則は、①切羽の直線化、②天高管理（切削高さを基準高さに合わせ

る）、③切羽に山谷が無くフラットの維持（坑道切羽が上下に波打ってはいけない）、④自走

枠の鉄柱の建付けが十分であること（最も効率良く鉄柱の力を発揮させる角度）、⑤切羽コ

ンベアの出前調整（切羽コンベアの設置位置を一定に保つための切削調整）、が挙げられき

め細かい切羽管理が要求される。よって、長壁式採炭切羽の自動化にはこれらの条件を全て

満たす必要があり、容易ではなかった。 

 

(2) LASC システム自動化技術 

豪州では LASC システムが長壁式採炭切羽の自動化を牽引してきた。LASC とは

Longwall Automation Steering Committee を意味し、長壁式採炭切羽の自動化を推進する

ために設立された組織である。実際の研究は豪州石炭協会研究プログラム（ACARP:  

Australian Coal Association Research Program）、豪州石炭協会（ACA: Australian Coal 

Association）、及び豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO: Commonwealth Scientific and 

Industrial. Research Organization）が中心となり、長壁式採炭切羽の自動化が進められて

きた。この LASC システムは 2001 年 7 月に開始され、研究に当たっては、主要な長壁式採

炭機器メーカーからの全面的サポートが得られており、官民による戦略的なプロジェクト

と言える。 

LASC の目標は以下のとおりであるが、長壁式採炭切羽の自動的によって多くの利点が

得られるとしている。 
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・ 健康と安全を強化 

・ 生産の一貫性 

・ 操業コストを削減 

・ 収益率の向上 

LASC システムは以下の自動化を可能にした。 

(a)Shearer Position Measurement System（SPMS）ドラムシェアラーの位置検出 

ドラムシェアラーの 3D 位置を測定して伝達するソフトウェアとハードウェアを組み合

わせによって、ドラムシェアラーの三次元での位置情報リアルタイムで検出する。 

(b)切羽直線自動化システム 

自走枠とドラムシェアラーのセンサを処理するソフトウェアによって、自走枠による切

羽の直線化を実現する、切羽の直線化はドラムシェアラーのスムーズ切削・移動を可能にす

るため、結果として生産能率の向上に繋がる。 

(c)自走枠の建付け 

全ての自走枠鉄柱の圧力データが坑外へ伝送され、常に切羽にかかる圧力状況が把握で

きる。また、自動締め上げ装置により、天盤への締め上げが弱い場合、鉄柱の圧力が増強さ

れ、建付け力が増える。また、高圧力が切羽面にかかってきた場合は、鉄柱の圧力上昇によ

りその危険が察知され、圧力開放の措置などが実施される。 

(d)3D での切削の自動化 

慣性航法装置（INS: Inertial navigation system）39を用いた切削の自動化が実現してい

る。切羽内の自走枠、ドラムシェアラー、切羽コンベアの情報をコントロールすることによ

り、自動化が実現できる。 

(e)切羽コンベアの位置調整（出前調整）の自動化 

切羽コンベアは常に左右に移動するので、その調整が必要である。そのため、メインゲー

トに設置されたセンサのデータがコンピュータ解析され、切羽コンベアがゲート坑道の設

備と接触しないよう自動的に制御される。その結果、スムーズな切削が可能となる。 

 

LASCの自動化システムは、長壁式採炭切羽の設備を製造するメーカーである Joy Global、 

Caterpillar、Eickhoff、Kopex、Nepean に広く採用されている。 

 

(3) ドラムシェアラーの無人運転 

LASC システムによってドラムシェアラーの自動運転は実現している。ドラムシェアラ

ーに搭載されたナビゲーションやカメラによって、ドラムシェアラーの情報はコンピュー

タ解析される。3D の位置を測定して伝達するソフトウェアやハードウェアの組み合わせに

よって、効率的なドラムシェアラーの無人運転が可能となっている。自動運転のフローチャ

ートを図 3.2-3 に示す。自動運転では、まず、マニュアルデータ、石炭データ、炭層データ

                                                   
39 原理は加速度計で検出する加速度を積分することで速度を、速度を積分することで距離を求める一方、ジャイロで

方角を検知し、移動距離と方角のベクトルを細分点ごとに合成してゆく。 
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を元に切削モデルが作成され、ドラムシェアラーの位置、傾斜、ドラムの高さ情報により効

率的なドラムシェアラーの自動運転が行われる。図 3.2-4 にドラムシェアラーに搭載され

ているナビゲーション機器を示す。 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.2-3 ドラムシェアラー自動運転フローチャート 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.2-4 INS 機器 

 

ドラムシェアラーのデータは図 3.2-5 に示すようにデータは蓄積され、その実績が今後

の切削の参考にされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.2-5 ドラムシェアラーの切削実績チャート 
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石炭層はしゅう曲や断層があり、傾斜、炭層厚さも変化するので、ドラムシェアラーは、

炭層に合わせて切削をうまくコントロールしていくことが必要であるが、本システムでは

図 3.2-6 に示すように、ドラムシェアラーの傾斜を変えながら炭層内を切削する。 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.2-6 ドラムシェアラーの切削コントロール 

 

また、ドラムシェアラーのリアルタイムでの表示状況を図 3.2-7 に示す。 

 

 
出典：CSIRO 

図 3.2-7 ドラムシェアラーのリアルタイム表示 
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(4) 自走枠移設の無人化 

自走枠は天盤を支え、長壁式採炭切羽の空間を維持するものであるが、切羽の前進移動

に伴い自走枠を前方へ移設する必要がある。この移設作業は、これまではマニュアルにより

自走枠の降下（鉄柱を下げる）→自走枠の移動（移設）→自走枠上げ（鉄柱を上げる）を繰

り返し行っていたが、現在はすべて自動的に一連の動きが行われ、人力による自走枠の移設

作業を必要としない。 

切羽全体では、ブロックごとに自走枠が制御され、自走枠はドラムシェアラーに設置さ

れたセンサを感知して、ドラムシェアラーの動きに合わせて、前方へ移動する。通常、長壁

式採炭切羽の面長は 200m を超えるため、自走枠の数は 140 枠以上となるが、切羽の進行

に合わせて、自走枠の移設が追随していく必要があり、ある程度のスピードを必要とする。

自動化では移設スピードの課題も克服されている。図 3.2-8にCaterpillar自走枠の全容を、

図 3.2-9 に Caterpillar の自走枠自動化システム PMC-R Roof Support Control をそれぞれ

示す。 

 

出典：Caterpillar HP 

図 3.2-8 Caterpillar 自走枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Caterpillar HP 

図 3.2-9 Caterpillar PMC-R Roof Support Control パネル 
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3.2.2 柱房式採炭における無人化・省人化採掘システム 

柱房式採炭は、コンティニュアスマイナー（CM: Continuous Miner）とシャトルカー

（Shuttle Car）を組み合わせて、炭層を碁盤目状に掘削し、1 区画の採炭が終了すると、

残炭柱を奥部から回収する採掘方式である。採掘条件の変化に対応し易く、断層に囲まれた

小区画、あるいは薄層炭から厚層炭まで対応できるが、実収率は低い。図 3.2-10 に柱房式

採炭切羽を示す。 

 

 

出典：JCOAL の HP 

図 3.2-10 柱房式採炭 

 

図 3.2-11 にコンティニュアスマイナー（CM）とシャトルカーの全体図を示す。 

 

 

    コンティニュアスマイナー            シャトルカー 

出典 JOY Global HP 

図 3.2-11 コンティニュアスマイナーとシャトルカー 

 

(1) 柱房式採炭における無人化・省人化 

柱房式採炭の無人化・省力化については、CM の無人化が挙げられる。特に天盤の軟弱箇

所でのCMの運転は非常に危険であり、運転の無人化は保安向上の改善に大きく寄与する。 

CM 無人化のために利用されてきたのは、レーザーシステムと超音波センサである。CM

から発せられたレーザー及び超音波は切羽面で反射し、その反射波はコンピュータによっ
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て解析される。コンピュータは切削している箇所が岩石か石炭かを即座に判別し、また、坑

道規格を越えた切削についても判断し、自動的に切削がコントロールされる。 

図 3.2-12 に柱房式採炭の無人化の状況を示す。2 台のシャトルカーが 1 台の CM の掘削

した石炭をフィーダーまで輸送する。CSIRO では、シャトルカーと CM の自動運転が試み

られている。ルーフボルターは CM の切削後の裸天盤へのルーフボルト打設を行う。 

 

 

出典：JOY Global HP 

図 3.2-12 柱房式採炭の自動化 

 

(2) フレキシブルコンベア 

CM で切削された石炭をシャトルカーはフィーダーまで運搬するが、その距離は近いほど

能率が上がる。そのため、図 3.2-13 に示すフレキシブルコンベアが開発された。本設備の

導入により CM の切削進行に伴うフィーダー移動が、CM による採炭作業を止めずに連続

して行うことができ、大きな省力化が実現した。 

 

 

 

 

 

 

出典：Joy Global HP 

図 3.2-13 フレキシブルコンベア 

 

 

3.2.3 ハイウォール採炭（HWM）における無人化・省人化採掘システム 

露天採掘の残壁（ハイウォール）に露出する炭層面から地中の石炭を回収する採掘法であ

る。露天採掘では、露天採掘が進み、剥土比が 10 を超える時期になると剥土にかかる経費
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が嵩み、経済的な採掘コストが維持できなくなってくる。そこで、ハイウォールから直接石

炭を切削して石炭を生産するハイウォール採炭（HWM: High Wall Mining）技術が開発さ

れた。これまでに、オーガ採炭（Auger Mining）、パンチ・マイニング（Punch Mining）

などが行われてきたが、無人化・省人化採掘システムでは、CM を使用したパンチ・マイニ

ングが挙げられる。以下にその内容を示す。 

 

(1) オーガ採炭（Auger Mining） 

既に普及しているハイウォール採炭としてはオーガ採炭がある。直径 0.8～2m のスパイ

ラルロッド先端部に切削部を取り付けて回転させて石炭層に穴を空け、スパイラルにより

切削炭を掻き出していく。設備投資額は少なく少人数で高能率生産が可能であるが、生産能

力はあまり高くない。図 3.2-14 にオーガ採炭の状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Coal Augering Services 

図 3.2-14 オーガ採炭 

 

(2) 長壁式採炭によるパンチ・マイニング 

ハイウォールからゲート坑道を事前に掘削し、最奥部で連絡して採炭設備を据え付け、ハ

イウォール手前まで一起に採炭する方法で、無駄な坑道切削が少なく経済的である。図 

3.2-15 に長壁式採炭によるパンチ・マイニングの状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（左）SCCL Report （右）調査団提供 

図 3.2-15 長壁式採炭によるパンチ・マイニングの状況 
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(3) CM によるパンチ・マイニング 

近年、遠隔制御 CM をハイウォールから発進させパンチ・マイニングが登場した。CM 後

方に順次コンベヤを送り込み、連続的に石炭を搬出するパンチ・マイニングが登場した。切

羽の状況は高感度 ITV により視覚情報で監視される。 

(a)採掘方式 

遠隔制御された CM が直接ハイウォールから石炭を採掘する採炭方法であり、採掘され

た坑道は基本的には無支保である。石炭はボックス内に設置されたスクリューコンベアで

運ばれ、ハイウォール内部から坑外へ排出される。イメージ図を図 3.2-16 に示す。 

 

 

出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-16 CM によるパンチ・マイニングのイメージ 

 

(b)採掘の利点及び生産量、オーガ採炭との比較 

採掘は遠隔操作で行われ、採掘可能な炭層傾斜は最大 12 度で、炭層厚さは 0.76m～3.05m

までと採掘できる炭層の幅が大きい。また、炭質が良い炭層だけを選択できる採掘メリット

を有している。また、採掘箇所が柔軟に変更でき、条件が良いハイウォールを選択できる。 

生産量は 12 万トン/月の生産が平均目標とされ、薄層炭の場合、年間 50 万トン、厚層炭

の場合は、年間 150 万トンまでの生産が可能である。また、石炭の回収率をオーガ採炭と

比較してみると、オーガ採炭の回収率は、直径が小さくボーリング孔が曲がったりすること

から 15%程度であるのに対し、CM を用いたパンチ・マイニングでは、炭層の回収率を 75%

まで引き上げることができる。（図 3.2-17） 
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出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-17 オーガ採炭との比較 

 

採掘に当たっては Barrier Pillar（防柱）の設置が必要であり、Barrier Pillar がハイウ

ォール全体の岩盤を支え、地盤沈下の発生を防ぐことになる。10～20 切削おきに設置する

必要があるが、これは保安局からの指示でもある。図 3.2-18 に採掘された炭層の状況と

Barrier Pillar の位置を示す。 

 

 

出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-18 CM での採掘後の状況（上）及び Barrier Pillar の状況（下） 

 

(c)CM での切削 

CM のドラムの上下移動により石炭は切削され、CM の幅で石炭は切削される。天盤に亀

裂があり、軟弱な場合には、石炭を天盤に残して切削が行われる。採掘で重要なポイントは、

短期間で切削し天盤が剥がれる前に、採炭を終了、CM を坑外へ退却しておくことである。

図 3.2-19 に CM のヘッド部を示す。 
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出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-19 CM のヘッド部 

 

(d)石炭搬出 

石炭は CM に連結されたスクリュー式コンベアで坑外へ搬送される。このシステムは

PTM（Hydraulic Pushbeam Transfer Mechanism）と呼ばれているが、CM が 6m 前進し

た後、6m の Push Beam が装着されることにより、さらに 6m の切削が可能となる。 

Push Beam はボックスであり、着脱はワンタッチである。スクリューコンベアはボック

スに収納されているため、搬送中に岩石が混じることはない。また、ボックスは構造的に堅

固にできており、引きずっても壊れない。Push Beam は 50 個の連結が可能であり、1 回の

CM の切削長は 300m に及ぶ。 

動力ケーブル、センサ、通信ケーブルは鉄製プレートの箱に入って、Push Beam と一緒

に送られる。格納される備品は以下のとおりである。 

・ 電源ケーブル 

・ 水供給ライン 

・ 冷却水供給ホース 

・ メタンセンサ 

・ 制御ケーブル 

 

Push Beam の状況を図 3.2-20 に示す。 
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出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-20 Push Beam（ボックス） 

 

(e)坑外設備 

坑外設備の外観を図 3.2-21 に示す。本体フレーム、運転制御室、Push Beam 格納庫、

ケーブルリール、後方コンベなどからなる。また、坑外設備はクローラーが設置され移動式

であるため、1 本の掘削が終了した後、隣への横移動がスムーズである。また、坑外の本体

設備は CM 採掘時、2.5m アンカーで 4 ヶ所固定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-21 CM によるパンチ・マイニング坑外設備 

 

以下に坑外設備の概要を示す。 

・ 全体寸法：縦 16.6m、横 8.3m 

・ 重量：225 トン 

・ Push Beam（ボックス）の長さ：6m 

・ Push Beam（ボックス）の重さ：5,150kg 

・ Push Beam（ボックス）格納量：50 個 

・ Push Beam（ボックス）の押力：136 トン、引力：365 トン 

連結部
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坑外設備は、トレーラの積載可能のため、別のハイウォールへの設備の移動は容易である。 

 

(f)無人化、省力化 

切羽面は CM に搭載された高感度 ITV により視覚情報で監視される。また、超音波、レ

ーザー、ガンマ線等により、炭層状況はリアルタイムで把握され、また、搭載された FOG

（Fiber Optic Gyro：光ケーブル伝送ジャイロ）により、CM の自動運転が可能である。CM

は石炭層のみの切削し、上下盤を誤って切削することは極力避けられている。オペレーター

は坑外に設置された運転制御室から監視するだけである。（図 3.2-22）。 

 

 

出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-22 運転制御室 

 

CM によるハイウォールマイニングの人員は 1 方 4～5 名で十分であるため、一人当たり

の年間生産量は 10 万トン程度となり生産性はかなり高い。年間 150 万トンの生産を柱房式

採炭で行うとすると、90 名近くの人員が必要である。また、投資額、運転コストも低いこ

とから、1 トン当たりの生産コストは、通常の坑内採掘の生産コストよりもかなり低く抑え

ることができる。 

図 3.2-23 に複数のハイウォールマイニング設備が設置され、トラックによる石炭輸送が

行われている採掘現場を示すが、作業員が少なく、高い生産能率を誇っている。 
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出典：Caterpillar HW300 HP 

図 3.2-23 複数のハイウォールマイニング設備が稼動している採炭切羽 
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3.3 無人化・省人化掘進システム 

(1) CM の自動化技術 

3.2.2 の柱房式採炭で述べたとおり、CM の自動化技術の開発が進められている。CM の

無人化技術は、保安向上の改善に大きく寄与する。 

現在は、レーザーシステムと超音波センサ、高感度 ITV により視覚情報などで、CM の

自動化が促進されている。 

 

(2) ロックボルトの自動打設 

天盤の支保としてのロックボルト打設は豪州、米国で盛んに行われている。ボルト打設の

作業順序は、①天井に直径 30mm 程度の穴を 3m 程度垂直に穿孔する、②レジン（薬剤）

を穿孔した穴に入れる、③ボルトを穴に挿入しレジンを攪拌しながら押し込む、④口元をボ

ルトとワッシャーで締め上げる、で完了である。この一連の作業は作業員がマニュアルで行

っていたが、図 3.3-1 に示す Roof Bolter によって自動打設が実現した。穿孔するビット、

ロッドがロックボルトとして使用できる自穿孔ボルトの採用が技術のポイントである。自

穿孔ボルトはフラッシング（穿孔した粉を洗い流す）用の水の通路及びレジン注入時のレジ

ンの通路となる空洞をボルト中央部に有し、ボルト自体で穿孔し、天盤の定位置まで入った

ところで、レジンをポンプで充填し固定する。 

 

 

出典：Dyna Bolter HP 

図 3.3-1 自動 Roof Bolter 設備 

 

その後、CM に搭載された Roof Bolter（Continuous bolter miner）が登場し、CM 切削

後、Roof Bolter と CM が入れ替わる必要が無くなり、掘進能率が大きく向上した。図 3.3-2

に Roof Bolter 搭載の CM を示す。この CM は Continuous bolter miner と呼ばれることも

ある。 
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出典：Joy Global HP 

図 3.3-2 Roof Bolter 搭載 CM 

 

また、豪州の CSIRO と石炭エネルギーセンターの共同研究にて自動運搬ボルティング装

置（ACBM: Autonomous Conveying & Bolting Module）が開発された。ACBM は先頭の

CM から排出された石炭を受け、後方のシャトルカーに排出するコンベアを備えたクローラ

ー式車両である（図 3.3-3）。プラットホームに Roof Bolter 自動供給機や CM の遠隔制御

装置を搭載した自動ボルティング装置である。ACBM にはその他、前方監視用テレビ、ボ

ルト打設時の情報から天盤の地質情報を予測して運転席のモニター上に表示するドリルモ

ニタリング装置を備えている。 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.3-3 自動運搬ボルティング装置 
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豪州Wollongong大学では、図 3.3-4に示すボルト自動打設CM （Automated continuous 

bolter miner）が開発された。天盤、側壁へのボルト打設が金網のメッシュを間に介して自

動的に行われる。 

 

 

出典：University of Wollongong Research Online 

図 3.3-4 Automated Continuous bolter miner 
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3.4 無人化・省人化ボーリングシステム 

3.4.1 ガス抜きボーリング 

炭鉱の保安向上のために、石炭層のメタンガスを事前に回収するガス抜きボーリングは

炭鉱での重要な作業の一つである。ガス抜きボーリングに際して、ボーリング方向を制御す

ることで、ガス抜き作業の高効率化が図られてきた。これは、指向性ボーリングとも呼ばれ

ているが、ボーリングの方向を意図的に曲げることができる技術である。ボーリングの方向

を変える場合は、ボーリング直路から逸れるように傾いた方向にドリルヘッドを直路から

偏向させることによって達成される。また、ボーリングのロッドを収納できるラックを用意

し油圧による自動ロッド着脱方式によるボーリング自動化システムが、かつて日本で開発

されている。本技術はガス突出の多い炭鉱において、ボーリングの遠隔操作が可能となるた

め、保安の向上、ボーリング作業の省力化に大きく貢献している。 

 

3.4.2 CBM回収ボーリング 

コールベッドメタン（CBM: Coal Bed Methane）は、炭層に包蔵されたメタンガスを意

味し、地上からのボーリングによって回収可能である。CBM 回収はボーリングの技術向上

によって回収率が大幅に増加した。 

(1) 石炭ガス包蔵量 

これまでの垂直坑井による生産システムでは 1 トン当たり 10m3以上と言われてきたが、

多少各炭層のガス包蔵量が低くても炭層枚数が多い場合や、褐炭のように炭層厚が厚く、浸

透率が非常に高い場合では、1 トン当たり 3m3 でも問題ないとされている。炭層のメタン

ガスは、マトリクスと呼ばれる内部の孔隙表面に吸着しており、ボーリングによって圧力が

下がると炭層内のクリート（亀裂）と呼ばれる通路を通り外部へ染み出してくる。 

 

(2) CBM の回収 

垂直坑井、水平坑井、垂直坑井と水平坑井との組み合わせによって CBM は回収される。

ボーリング後のクリートは水で満たされているので、まずは、水を汲み上げクリート内の圧

力及び水を抜くことにより CBM は回収できる。その後、水とメタンガスの分離、汲み上げ

た水の処理、回収されたメタンガスのコンプレスが行われる。図 3.4-1 に CBM 回収井戸と

井戸内での CBM の回収機器を示す。 
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出典：調査団提供  

図 3.4-1 CBM の井戸と井戸内部の CBM 回収機器 

 

(3) ボーリング技術の進歩 

CBM 回収は垂直坑井の他に、ボーリング技術の向上により水平坑井、垂直坑井と水平坑

井との組み合わせにより、回収率が飛躍的に向上した。其の技術は MWD（Measurement 

While Drilling）と呼ばれている。本技術によって、掘削中にビット直下に配置した各種セ

ンサで方位、傾斜、ツール･フェイス(ビットの向き)、荷重、トルク、温度、圧力等の坑底デ

ータを計測するとともに、これらの計測データをリアルタイムに地上へ伝送することが可

能となった。データを得るセンサはビッド先端のロッドに納められている。図 3.4-2 に

MWD の外観と先端のセンサ収納ロッドを示す。 

 

 

 

 

出典：北海道大学資料                出典：CBG Corp HP     

図 3.4-2 MWD の外観と先端のセンサ収納ロッド 

 

本技術の最大の利点は、ボーリングの方向を自由に変えられるということで、図 3.4-3 に

示すように一つの垂直井から多くの水平井をボーリングできるようになった。 
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出典：北海道大学資料 

図 3.4-3 垂直井と水平のボーリング状況 

 

(4) シェールガス回収のボーリング技術 

シェールガスの存在自体は 1821 年に確認されていたが、シェール層からの天然ガス採掘

は技術的に困難であるため開発・生産は行われていなかった。1998 年になってようやく、

米国のミッチェルエナジー社が、水圧破砕を応用したシェールガス生産技術を確立したこ

とがきっかけとなり、開発が進んだ。シェールガス回収にも水圧破砕のほか CBM 回収同様

MWD が利用されている（図 3.4-4）。 

 

 

出典：調査団提供  

図 3.4-4 シェールガス回収 
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3.5 現時点では導入されていないが将来的に導入が見込まれる坑内技術動向 

3.5.1 長壁式採炭 

(1) 自動化技術 

長壁式採炭切羽では、現在 3 名程度で作業が行われている。従来は 12 名ほどの作業員が

切羽に配置され、ドラムシェアラー運転、自走枠の前進はすべて手動で行われてきた。長壁

式採炭切羽設備の自動化、省力化を可能にしたのは、進んだ各種センサ技術の発達と切羽内

での各種データのネットワーク化、さらには INS 技術の進歩とその坑内採炭切羽への応用

が挙げられる。 

ドラムシェアラーの 3D での位置情報や傾斜角度、自走枠の鉄柱圧力やゲート坑道の各機

器の動作状況が把握できるようになったのは INS 技術の進歩に追うところが大きく、本技

術の進歩によって、カッター運転、自走枠移設の無人化が可能となった。現在、長壁式採炭

切羽は切羽内の各機器の情報が図 3.5-1 に示すように、ネットワークとして繋がっている。

これらの情報解析の制度がさらに向上すれば、切羽内での完全自動化、省力化がさらに進む

ものと思われる。 

 

 
出典：CSIRO 

図 3.5-1 採炭切羽での情報ネットワーク 

 

(2) 切羽内の地層状況把握 

CSIRO では切羽内の地層状況を把握する新技術を開発している。この技術はドラムシェ

アラーから地震波を発生させ、長壁式採炭切羽の両坑道（片盤）に設置したセンサで受け、

その到達の違いにより、断層や軟弱地層を把握する技術である。長壁式採炭切羽において前

方の地質状況を把握することはスムーズな採炭を行う上で重要な課題である、自動化を促

進するためにはかなり効果がある。図 3.5-2 に地震波に採掘地層の把握の状況を示す。 



 

98 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.5-2 地震波に採掘地層の把握 

 

 

3.5.2 坑道掘進 

長壁式採炭切羽で発展してきた LASC 技術は、坑道掘進にも応用され始めており、CSIRO

は、長壁式採炭切羽での自動化技術 LASC を CM に取り込む研究を行っている。この技術

は LASC-CM と呼ばれているが、ドラムシェアラーの自動運転に導入された INS やナビゲ

ーション、高性能 GPS システムを導入することにより、3D による位置検出、方位角、平

面維持などの情報をコンピュータ処理する「自己操縦能力」を備えた CM の完全自動化運

転を目指ざしている。 

図 3.5-3 に自動化された CM のイメージ図と、図 3.5-4 に搭載された高性能 GPS システ

ム、INS、ナビゲーションの状況をそれぞれ示す。 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.5-3 無人化 CM イメージ図 
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出典：CSIRO 

図 3.5-4 高性能 GPS システム、INS、ナビゲーション 

 

本 LASC-CM 技術は、現在研究中ではあるが、図 3.5-5 に示すように自動運転による坑

道掘進の実績を有する。 

 

 

出典：CSIRO 

図 3.5-5 LASC-CM 技術による坑道掘進 

 

 

3.5.3 地盤モニタリング技術 

 ロボティクスの分野では、ドローンに代表されるように、上空、海中、地表の自動探査は

進んでいるが、地中の探査にはほとんど目が向けられていないのが現状である。しかしなが

ら、建築工事前の地盤調査や地滑りの原因となる地中の水分調査、地中の有害物質量を測る

環境アセスメントなどを可能にする地盤モニタリングはその応用範囲が大きいと考えられ

ている。こう言う中、直直径 3～4cm、長さ 20cm ほどの掘削用ドリルを 2 重に設置し、し

かも、一方向だけに回転するドリルでは押し付ける力が弱いため、回転方向を反転させた二

重反転ドリルを採用した地盤モニタリング機器が開発された。この機器の特徴は、二つのド
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リルが互いの反発力を打ち消しあうため、強い力で押さえつけなくてもスムーズに直進で

きることである。このシステムを可能にするのが「ジグビー（ZigBee）」という近距離無線

通信規格である。伝送できるデータ量や通信範囲は小規模であるが、中継点（ノード）が安

価で、設置も簡単である。今後はこのような地盤モニタリング機器が地下のリアルタイムの

状況を教えてくれるようになり、鉱山開発時一助となる可能性がある。 
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第4章 将来の動向と石炭鉱山への適用可能性 

4.1 炭鉱において利用可能な自動化のニーズ 

(1) 炭鉱の自動化技術導入ニーズ 

これまで述べてきたとおり、鉱山業界が自動化技術を導入してきた背景は、操業の安全性

の向上と操業コストの削減である。操業コストの大きな割合を占めるのが人件費であり、特

に多くの人員を要するダンプトラックの運転手の削減が喫緊の課題であった。 

豪州統計局（Australian Bureau of Statistics）では、労働者の平均給与を公表している。

2016 年 11 月の産業別平均週給を図 4.1-1 に示す。鉱業分野の給与が全産業の中で最も高

い水準となっている。全産業の平均週給は1,164豪ドルとなっているが、鉱業分野では2,625

豪ドルと 2 倍以上である。年 52 週として年収で示すと、全産業平均が 6 万豪ドル、鉱業分

野が 13.7 万豪ドルとなる。鉱業分野の給与所得が高いのは、鉱業という専門性、地理的要

因、人材不足という面が大きい。 

 

 

出典：Australian Bureau of Statistics 

図 4.1-1 産業別の平均週給（2016 年 11 月） 

 

図 4.1-2 に全産業と鉱業分野の平均週給を示す。全産業の平均週給は 1994 年 11 月の統

計開始から約 2 倍に増加しているが、鉱業分野は同時期で 2.5 倍も増加している。特に豪州

では 2004 年以降、石炭価格、鉄鉱石価格の上昇によって資源業界は活況を見せ、2005 年

以降、鉱山労働者の不足に起因する給与所得も大幅に上昇している。この頃から鉱山会社は

操業コストの削減、鉱山労働者の不足に対処するための方策を本格的に検討し始めている。 

石炭価格は 2011 年をピークとして下落し、炭鉱の閉山、再編が始まり、多くの炭鉱で鉱

山労働者の解雇の報道が目立ってきたにも関わらず、鉱業分野の給与水準は高いままであ
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ることがわかる。 

 

 
出典：Australian Bureau of Statistics 

図 4.1-2 鉱業分野の平均週給（2016 年 11 月） 

 

豪州調査で得た情報では、露天掘鉱山において、管理監督者を除く鉱山労働者の中で、最

も給与水準が高いのは採掘切羽のショベルの運転手とのことであった。ショベルの運転手

は採掘作業で最も重要なパートであり、運転手の技量により生産が左右される。また、ショ

ベルの運転手は操業を管理する現場監督でもあるという。 

ショベルの運転手に続くのはダンプトラックの運転手である。先に鉱業分野の平均年収

は約 13.7 万豪ドルと述べたが、鉄鉱石鉱山のダンプトラック運転手の年収は 24 万豪ドル

（2013 年情報）との報道がある。鉄鉱石鉱山では既に無人ダンプトラックを導入し、更に

強化していく姿勢を示しているが、当然、露天掘石炭鉱山でも同様な要望を持っている。 

本調査において Queensland 大学、New South Wales 大学、Curtin 大学を訪問する機会

を得た。この 3 大学に加え、Adelaide 大学を加えた 4 大学で MEA（Mining Education 

Australia）を組織している。MEA は 4 大学提携の教育研究機関であり、MEA では共同カ

リキュラムやテキストを作成・使用し、教員の相互交流も行われている。MEA によれば、

豪州鉱山技術者の 85%は MEA 出身である。訪問した 3 大学で得た情報によると、高い給

与を補償されているにも関わらず、鉱業分野への就職を目指す学生が減っているとのこと

であった。特に、Fly-in／Fly-out を必要とする業務を避ける傾向にあり、鉱業分野を志望

しても ICT を活用した業務に人気があるとのことであった。このような背景から、鉱山に

おいて人材確保に益々困難が予想され、無人化・省人化に向けた鉱山自動化への動きは継続

するとの意見であった。 

 

(2) 炭鉱において利用可能な自動化のニーズ 

(a)無人ダンプトラック 

国際石炭メジャーと海外に炭鉱権益を持つ日本企業にヒアリング調査を実施した。最も

ニーズがある自動化技術は無人ダンプトラックであった。しかしながら、本報告書では無人

ダンプトラックを導入するには多くの課題があることを述べてきた。以下に無人ダンプト
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ラック導入に課題となる項目を示す。 

1) 規模 

過去に国内の鉱山で無人ダンプトラックの導入に向けた検討を行ったが、小規模鉱山で

は無人ダンプトラックの導入に見合ったコスト削減効果がないことがわかっている。つま

り、一定量の採掘規模、及び最大限の稼働時間（365 日 24 時間操業）がないと採算が取れ

ないため、十分な検討が必要である。 

なお、有人と無人ダンプトラックを併用している鉄鉱石鉱山もあるが、操業の安全性を考

慮すると併用は好ましくないとの意見が多い。 

2) 鉱山設計 

無人ダンプトラックの走行路（Haul Road）の幅は、有人ダンプトラックより広くする必

要があり、鉱山設計（レイアウト等）の変更が必要である。新規鉱区の開発時に無人ダンプ

トラックを導入する前提で鉱山設計をする必要がある。 

3) 導入コスト 

無人ダンプトラックの導入だけでは大きな操業コスト削減は見込めない。無人ダンプト

ラックを運行管理する FMS、衝突防止等の各種システム、そして、無人ダンプトラック以

外のシステムとのマッチングを最適化させるシステムが必要であり、これらを総合的に管

理するコントロールルームなど多くの設備投資が必要であることを認識しなければならな

い。鉄鉱石鉱山では、操業コストの削減には、操業から出荷まであらゆる部門で自動化シス

テムを導入しており、無人ダンプトラックはその手段の一つでしかない。 

4) 地域性の配慮 

豪州の炭鉱は、鉄鉱石鉱山とは違い比較的人口の多い東側に位置する。そのため、Fly-in

／Fly-out で操業している炭鉱は少ない。無人ダンプトラックを導入する際には雇用の確保

という点も考慮が必要である。 

 

(b)ショベル 

露天掘炭鉱における自動化のニーズとして、無人ダンプトラック以外にショベル、穿孔ド

リリングが考えられるが、ドリリングに関しては既に技術開発は完了している。ショベルに

関してはニーズが少ない。これは、ショベル操作は特殊技能であり、現場監督の役割を担っ

ており、一概に無人化することができないという理由である。事実、重機メーカーから得た

情報によると、ショベルの無人化のニーズはないとのことで、研究開発は実施していないと

のことであった。ただし、安全や労力軽減等のシステム開発は顧客のニーズに合わせて研究

開発を行っている。 

 

(c)バーチャル‐リアリティー（VR: Virtual Reality） 

New South Wales 大学（UNSW）のマイニング VR プロジェクトは、1999 年に始まっ

た。UNSW に The iCinema Centre for Interactive Cinema Research（iCinema）が 2002

年に設立され、VR 技術開発を担っている。開発当初には平面のスクリーン、その後大型の
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湾曲スクリーン、半球状スクリーンへと改良され、現在では 360°の円筒状スクリーンにな

っている。これは、Advanced Visualization & Interaction Environment（通称 AVIE）と

言う。この装置は UNSW の鉱山工学科（School of Mining Engineering）にあり、AVIE シ

アターと呼ばれている（図 4.1-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 年              2006 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIE シアター 

出典：UNSW 

図 4.1-3 iCinema の開発の変遷 

 

 

更に、手軽に、安価に導入できるように、スマートフォンを取り付ける headset 型 VR 装

置も開発されている（図 4.1-4）。 
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出典：（左）UNSW 及び（右）調査団提供 

図 4.1-4 headset 型 VR 装置 

 

 

また、VR の応用版として、複合現実（MR: Mixed Reality）も開発している。MR とは、

複合現実と呼ばれ、人工的な仮想世界に現実世界の情報を取り込み、現実世界と仮想世界を

融合させた世界をつくる技術で、MR では、仮想世界のモノと現実世界のモノが相互に影響

する（図 4.1-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：UNSW 

図 4.1-5 複合現実（MR: Mixed Reality） 

 

VR には、コンテンツ制作が重要であり、鉱山工学科では、現在、AVIE 用の 8 つの石炭

採掘訓練モジュール、11 種類の Mining Engineering 教育のモジュールを開発し、これら

を用いて、学生は実際に鉱山に行くことなしに、鉱山を体験でき、訓練を受けることができ

る。 

モジュールの例としては、Block Caving、Longwall Top Coal Caving、Self Escape、

Outburst などがある。 

iCinema は、設立当初より、産業界と協力しており、鉱山分野では、NSW 州に 4 つ

（Newcastle、Wollongong、Lithgow、Singleton）ある Mines Rescue（鉱山救護隊訓練セ

ンター）には、VR 装置が導入されており、訓練に利用されている（図 4.1-6）。 
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出典：UNSW 

図 4.1-6 iCinema による救護隊訓練 

 

  



 

107 

 

4.2 鉱山機器の完全自動化の見通し 

鉱山操業の無人化は究極の採掘法であろう。既述のとおり、鉱山機器の無人化は操業コス

トの削減はもとより、安全を重視した思想から生まれている。露天掘ではダンプトラック、

穿孔ドリリングについては、完全無人化を達成している。坑内掘に関しては炭鉱において長

壁式採炭の Longwall Mining が完全無人化の技術開発が終了している。 

ICT が日進月歩に進化している中、現在は鉱山機器の完全自動化に向け、ビッグデータを

収集している時期と考えて良いだろう。このビッグデータを活用するためには、ディープラ

ーニング（Deep Learning）という手法を取り入れ、人工知能（AI: Artificial Intelligence）

も活用していくことが必要であろう。 

鉱山においては、無人化・省人化に向けた技術開発が進められているが、将来的には完全

無人化による操業も不可能ではないと考える。 
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第5章 終わりに 

鉱山機器自動化状況等の調査を実施した。国内の鉱山は海外と比較して小規模なため、鉱

山機器の自動化の導入は進んでいない。しかしながら、海外では政府機関、大学、重機メー

カー、鉱山会社等が積極的に鉱山機器の自動化・省人化を進めている。Rio Tinto、BHP 

Billiton といった資源メジャーは、鉱山操業の安全確保と操業コスト削減のために積極的に

ICT を活用した技術を導入している。 

 

露天採掘に目を向ければ、無人ダンプトラック、ショベルをはじめとする重機の自動化、

鉱山操業を効率的に運営するためのあらゆるシステムが開発・導入されており、更なる開発

で行われている。鉱山会社の最もニーズがある無人ダンプトラックについては、コマツの無

人ダンプトラックだけで運行する実用化に続くべく、Caterpillar、日立建機も開発が進んで

いる。 

一方、坑内採掘の自動化については、石炭層が賦存する地層の自然条件や特殊な石炭の採

掘方法、また、坑内のメタンガスの存在などによって、かなりハードルが高い課題とされて

きた。また、地下では深度に応じた地圧（応力）が坑道支保にかかり、地温も上昇するため、

坑内機器の自動化を達成するためには、このような自然状況の悪化を一つずつ克服しなけ

ればならないと考えられていた。 

坑内採掘の主要設備である長壁式採炭設備については、現在、ドラムシェアラーに搭載さ

れたナビゲーションやカメラの情報がコンピュータ解析され、ドラムシェアラーの無人運

転が可能となっている。ドラムシェアラーの位置は 3D で測定されるなど、情報を伝達する

技術、解析するソフトウェアやハードウェアの技術進歩によって、ドラムシェアラーの自動

化技術は急速に進展した。石炭層はしゅう曲や断層があり、傾斜、炭層厚さも変化するが、

ドラムシェアラーは、炭層に合わせて、炭層の中をうまくコントロールしながら自動運転を

行うことができる。これらの技術を開発したのは豪州の LASC 技術であるが、中心的な役

割を果たしたのは、CSIRO、ACARP、ACA などの研究機関や協会である。豪州ではこれら

の機関による地道な研究が長年続けられ、現在のドラムシェアラーの無人運転を実現させ

た。 

現在のようなドラムシェアラーの無人運転が可能になったのは、近年の INS などのナビ

ゲーション機器の急速な進歩であることは間違いないが、これら技術は長壁式採炭切羽設

備へうまく応用されている。今回の調査では、長壁式採炭以外にも柱房式採炭、ハイウォー

ル採炭、坑内支保としてのボルト打設、CBM 回収でのボーリング技術の無人化・省力化に

ついても調査を行った。その結果、ハードルが高いと言われてきた坑内採掘機器の自動化は

確実に進歩しており、坑内採掘の無人化・省力化は今後も加速されると考えられる。 

 

石炭価格は 2011 年をピークとして下落し、炭鉱の閉山、再編が始まり、多くの炭鉱で鉱

山労働者の解雇の報道が目立ってきたにも関わらず、鉱業分野の給与水準は高いままであ

る。高い給与を補償されているにも関わらず、鉱業分野への就職を目指す学生が減っている。
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このような背景から、鉱山において人材確保に益々困難が予想され、無人化・省人化に向け

た鉱山自動化への動きは継続するであろう。 

 

国内には鉱山機器の自動化に関する和文書籍は存在しない。多くの情報を知り、学ぶため

には学術論文、技術情報紙、企業のホームページ等からの情報を得る、あるいは、海外の英

語教材を読む、くらいであろう。本報告書が初めて鉱山操業を学ぶ社会人の最初の一冊の役

割を担うことができれば幸いである。また、本報告書が鉱山機器の自動化に関する教材とし

て、大学等の教育機関にも活用していただければ幸いである。 
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