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国土交通省の取り組み

・ 3Dマシンコントロールなどの情報化施工
・ 構造物の3次元モデルを使った設計・施工を行うCIM
・ ドローンやロボットを使った構造物の点検・補修などのICT技術

i-Construction

ICT技術の全面的な活用 規格の標準化

調査・設計から施工・検査、
さらには維持管理・更新までのプロセスの最適化

開発の背景
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③検査
NMB測深機を使用し、
深浅測量を行い出来
形管理を行う

港湾工事へのi-Constructionの適用

①測量・設計・計画
NMB測深機を使用し
た測量データと設計
図面により、施工位
置及び施工量を検討

②施工
リアルタイムに3Dの設計図面と計測
データを重ね合わせることにより水中
の施工状況を監視、施工精度の向上

全てのプロセスでICT技術が組み込める
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開発の背景



３Dソナーの映像と３次元モデルを組み合わせ、
水中部のリアルタイムな可視化を可能にするシステム

設計ラインと計測データの比較 出来形のリアルタイム管理

施工精度の向上・潜水作業の安全性向上

ベルーガARとは
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消波ブロック

3Dソナー

3Dソナーの視野範囲
（視準した範囲をリアルタイムに計測）

設計ライン



ナローマルチビーム
(NMB)

3Dソナー

Echoscope

測量船が移動し面的な計測を行う
(自動ベルーガ)

船が動かなくても
面的な計測が可能
(ベルーガAR)

３Dソナー（Echoscope)
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無線伝送

制御用PC

【水中部】

3Dソナー パンチルト装置 水中音速度計

GNSS・動揺補正装置 計測用PC

【気中部】

【クレーン部】

GNSS受信機

GPSアンテナ

測深データ 向き・姿勢 水中音速度

船体の

位置・方位・動揺

機材構成



消波ブロック据付
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六脚ブロック55ｔ型 約500個

Echoscope用ソフト画面



8パンチルト装置を使用した広域計測

消波ブロック設置状況

設計ライン

設置済み消波ブロック

消波ブロック据付
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ソナーを汚濁防止枠内に挿入し、
海底地盤の掘削状況をリアルタイムに
確認

動揺補正装置

ソナー＆パンチルト
装置

硬岩のグラブ浚渫 約5,600m3

グラブ浚渫工
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硬岩礁が点在

濁りの影響はほとんど無かった。

掘削後掘削前

グラブバケット（閉状態）

掘削前後で地形の変化から浚渫箇所が把握でき、
盛り上がり状況も確認

グラブ浚渫工
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現場での運用実績
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工事名 導入時期 発注者 備考

和歌山下津港海岸（海南地区）冷水側津波防波堤築造工事 H28.3～H28.9 近畿地方整備局 消波ブロック据付

志布志港（若浜地区）防波堤（沖）築造工事 H28.10～H28.11 九州地方整備局 根固め、被覆ブロック据付

平成28年度久慈港湾口地区防波堤（北提）築造工事 H29.4～5 東北地方整備局 被覆石投入

大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(2)地盤改良工事(第
1工区)外1件

H29.6～9 近畿地方整備局 SCP工事

能代港外港地区防波堤（第二北）築造工事 H29.8～9 東北地方整備局 被覆ブロック据付

Ｈ29年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事 H29.11～12 中国地方整備局 グラブ浚渫、砕岩

東京港臨海道路南北線沈埋函(2･3号函)製作・築造工事 H30.9，H30.11 関東地方整備局 沈埋函据付時

平成29年度 下田港防波堤築造工事 H30.7 中部地方整備局 ケーソン据付時

大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(3)等基礎工事 H30.4 近畿地方整備局 捨石投入

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事 H30.4～6 四国地方整備局 捨石、被覆ブロック据付

大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(１)等基礎工事 H30.6～10 近畿地方整備局 捨石投入



ベルーガARの導入結果
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・潜水士が目視確認困難な状況下でもソナー画像を
確認しながら施工可能
・リアルタイムに出来形把握が可能
（手戻り作業が削減）

・クレーンオペレータが水中の状況を確認できるた
め、潜水士との連携がスムーズ（効率向上）

施工と計測が同時に可能となり
生産性の向上、省力化に貢献



リアルタイムな水中の可視化

設計データとの重畳表示

作業船や既設構造物の３次元モデルの表示

断面表示機能

安全性の向上

施工の効率化

視覚的に分かりやすい表示

施工管理に活用

まとめ ベルーガARの機能
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今後の課題と展開
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課題
・ソナー取り付け治具の軽量化
・キャリブレーションの簡易化

展開
・適応工種の拡大
・ICT施工技術に関わる人材の育成



・紹介動画
・



制御情報

ナローマルチビーム
測深ソナー

レーザーミラースキャナ
(陸上部計測)

船体動揺補正装置

GNSS受信機

(位置、方位計測)

計測用ＰＣ

位置情報

電動スラスタ

陸上管理用ＰＣ

無線LAN

出力情報

スラスタアンプ 陸上監視局

双胴船

自動ベルーガの概要
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自動ベルーガシステム
測量状況

陸上監視局 双胴船
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自動ベルーガシステム画面
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双胴船操作画面 測量画面



次世代社会インフラ用ロボット
開発・導入の推進

【現状と課題 】
・少子高齢化、人口減少による建設産業
おける労働力不足の懸念
・インフラの老朽化に対応した効率的な
維持管理及び更新
・大規模災害への迅速な対応

【取組み内容 】
・国交省と経産省が共同でロボット開発・
導入が必要な「５つの重点分野」を策定し、
これらに対応できるロボットを民間企業
や大学等から公募し、直轄現場で検証・
評価を行うことにより、開発・導入を促進

https://www.c-robotech.info/
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平成26年度の現場検証に参加



現場検証

計測範囲3

計測範囲1

ゼンリン地図複製利用許諾番号 Web掲載：Z16LD第1449号 印刷配布：Z16LD第1448号
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カラーコンタ図・鳥瞰図

（計測範囲３）
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現場検証



カラーコンタ図・鳥瞰図

（計測範囲３）
25国土地理院“地図・空中写真閲覧サービス” 1989/11/02

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do?specificationId=461226

現場検証



https://www.c-robotech.info/app/download/10226872791/現場検証の評価結果（水中維持管理部会）.pdf 26

検証結果



http://www.actec.or.jp/seminar/pdf/20150622/20150622_02.pdf 27

検証結果



自動ベルーガ まとめ
・省力化

工具を必要としない組み立て式双胴船

自律航行により作業の省力化を図ることが可能

・高密度データ計測

海底面、陸上部の高密度な計測が可能

測量データは無線LANによる情報共有が可能

・狭い区域、浅瀬

双胴船の機動性を活かし通常の測量船では航行が難しい区域を測量可能
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テーマ:生産性向上に関する施工技術（管理システム・計測）

①水中可視化システム「ベルーガAR」
②自律航行型測深システム「自動ベルーガ」

2018.11.31  13:40-14:10

ご清聴ありがとうございました
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