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次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進　
宮ヶ瀬ダム堆砂深浅測量
自動航行型測深システム「自動ベルーガ」

冨　岡　　　秀

ダム湖・湖沼などの汀線を含む全域の詳細測量は，大量の測線設定に伴い，多くの時間と労力を費やし
ていた。自動航行型測深システム「自動ベルーガ」（以下「本測深システム」という）は，山間部での利
用を考え，工具を必要としない組立式双胴船をプラットフォームとして採用し，運搬性の向上と各センサ
の設置精度と再現性を確保し，総合精度の向上を図るとともに，自動航行の実現により省人化及び省力化
を可能としたものである。
本稿は，国土交通省より公募された「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進」のダム貯水池

における堆積物の状況を把握する技術として採択された本測深システムの実証試験について報告するもの
である。
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1．はじめに

2014 年に安倍内閣は成長戦略「日本復興戦略」を
閣議決定した。成長戦略の柱の 1つである「ロボット
による新たな産業革命」に対し，「ロボット革命実現
会議」が立ち上げられ，ロボット技術の開発・導入を
迅速かつ集中的に進めていくことが掲げられた。これ
は，労働者の高齢化が進む中小製造業者や医療・介護
サービス，農業・建設等の人材不足分野における働き
手の確保など，課題解決に迫られている日本の企業に
対し，ロボット技術の活用により，生産性の向上を実
現すると共に，企業の収益力向上及び賃金の上昇を図
ることを目的としている。
近年，社会インフラをめぐっては，老朽化の進行，
地震及び風水害の災害リスクの高まり等の課題に直面
している。前述の成長戦略と，今後増大すると推測さ
れるインフラ点検を効果的かつ効率的に行い，また，
人が近づくことが困難な災害現場の調査や応急復旧を
迅速かつ的確に実施する実用性の高いロボットの開
発・導入促進のため，「次世代社会インフラ用ロボッ
ト開発・導入の推進」が施策された。これは，社会イ
ンフラの老朽化，大規模地震や豪雨等の災害に対し，
より効果的かつ効率的な対応に資するロボットのイン
フラ現場への導入を図るため，「5つの重点分野」（維
持管理：橋梁・トンネル・水中，災害対応：調査・応
急復旧）に対応できるロボット技術を民間企業等から

公募し，関係省及び産学官の共同体制のもと，直轄現
場において実際の作業を想定した現場検証・評価を行
い，より実用性の高いロボットの開発・改良を推進し，
直轄での先導的な導入とその普及を図るものである。
今回，国土交通省より公募された「次世代社会インフ
ラ用ロボット開発・導入の推進」のダム貯水池におけ
る堆積物の状況を効率的に把握する技術として，本測
深システムが採択された。
本測深システムは，可搬式で工具不要の組立式双胴
船を用いて，無人で測量を行うシステムであり，省人
省力化を図ることができ，より精密で浅海域までの測
量，構造物の状況把握や人間の立ち入り難い消波ブ
ロック等の形状把握・測量等に利用可能である。
本件は，本測深システムによる当該技術の活用の促
進を目的とし，実用性に係る効果について実証試験を
実施するものである。

2．開発の経緯

従来のダム湖の測量は，管理する測線を設け，その
測線に沿って音響測深器もしくは重錘で計測してい
た。しかし，全域を網羅するほど密な測線では測らな
いため，測線に沿って帯状に未測線幅が生じることに
なる。この未測線幅が狭いほど，測量の精度は高くな
る反面，労力と時間が必要である。また，ダム湖調査
の実績の中で，狭隘な場所にあるダム湖等では，測量
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船の運搬が困難となるだけでなく，湖底の地形が複雑
な場所では，喫水の問題から座礁の可能性もあった。
さらに，調査の度に使用する船が変わることも多く，
艤装作業やキャリブレーションも多くの時間と労力が
必要となる。
これらの問題を解決すべく，平成 12 年に本測深シ
ステムの開発を行った。本測深システムは，ナローマ
ルチビーム測深器と GPS 受信機，コンピュータとを
組み合わせることにより，未測線幅の無い，より効率
的で高精度な面的な測量を可能とした。また，運搬性
を向上させるために工具を必要としない組立式双胴船
を用い，各計測機器を専用の架台に設置することによ
り，計測条件に再現性を持たせ，総合精度の向上を図っ
ている。さらに，自動航行を図ることにより省人化お
よび省力化も実現した。

3．システムの構成

本測深システムは，ナローマルチビーム測深器を中
心に位置と方位を検出する 2台の GPS 受信機，船体
の動揺を検出する動揺補正装置，各機器からのデータ
の収集・収録を行うパソコン，推進装置である電動ス
ラスターとその制御を行うスラスターアンプ，陸上監
視局と双胴船を繋ぐ無線通信端末から構成されている。
ナローマルチビーム測深器は，1°× 0.5°のビームを
240 本（測深幅 120°）発信し，前進することにより，
湖底を面で捉え，高密度なデータが取得可能な装置で
ある。測量の際には，20％程度ラップさせることにより
欠測の無い三次元計測データを取得することができる。
動揺補正装置は，双胴船のピッチング，ローリング，
ヒービングを計測・補正する装置である。ナローマル
チビーム測深器は一度に広範囲のデータを取得するこ
とから，わずかな船体動揺からも大きな影響を受ける
ため，静穏なダム湖等においても動揺補正装置は不可
欠である。図─ 1に機器構成図を示す。

船体は，分割可能な組立式双胴船を採用している。
人力による運搬が可能な測量船であり，寸法は，全長：
4,500 mm ×全幅：2,300 mm ×全高：400 mm，重量
は約 80 kg（分割時最大 20 kg / 個程度）で，ペイロー
ドは約 300 kg である。推進装置は，約 20 kgf / 基の
推力を有する電動スラスター 4基を用いており，通常
1.4 knot（最大 2 knot）で航行可能である。図─ 2に
船体概略図を示す。

計測・制御システムは，陸上監視局と双胴船が無線
LANで接続されており，陸上監視局側から双胴船側
に対して計画測線座標の設定やナローマルチビーム測
深器の設定変更等が行え，自動測量時の未測線範囲の
確認や計測状況がリアルタイムに確認できる仕様と
なっている。また，スラスター用バッテリーの電源電
圧の監視も出来，交換時期を適切に判断できるように
なっている。
双胴船は制御システムにより制御され，効率の良い
測量が可能である。
制御モードは，大きく「航行モード」と「監視機能
モード」，「制御モード」の 3つに分けられる。
①  「航行モード」では，航行に関する目標位置を設定
することができ，「トラッキング」と「定点復帰」
の機能を有する。
・  トラッキング：設定した位置を通過するように航
行する。
・定点復帰：設定位置を保持するように滞留する。
②  「監視機能モード」では，双胴船の航跡を，位置情
報をもとに画面上で確認できる。
③  「制御モード」では，本測深システムの航行方法を
選ぶことができる。モードは「自動モード」と「遠図─ 1　システム構成図

図─ 2　双胴船概略図
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隔操作」，「直接操作」の 3種類があり，各種モード
の選択は遠隔操作でも可能である。
・  自動航行：事前に設定した測線上を風波や水流の
影響を考慮した制御量等に従って航行する。

・遠隔操作：無線操縦で手動による操船を行う。
・  直接操作：スラスターアンプに接続したジョイス
ティックにより操船を行う。

制御システムの自動航行機能により，毎回決められ
た測線で航行させ，測量することが可能であり，測量
の効率化を図っている。

4．実証試験

（1）試験概要
本案件の実証試験名称は，「次世代社会インフラ用
ロボット開発・導入の推進 水中維持管理技術（自動
ベルーガ）宮ヶ瀬ダム堆砂深浅測量」であり，実証試
験内容としては，本測深システム（ナローマルチビー
ム）による詳細深浅測量である。実証試験は，平成
26 年 11 月 20 日～平成 26 年 11 月 21 日に行った。試
験場所は，神奈川県愛甲郡愛川町半原と相模原市緑区
青山，愛甲郡清川村宮ヶ瀬の 3市町村に跨る宮ヶ瀬ダ
ムにて実証試験を実施した。宮ヶ瀬ダムにおける測量
対象場所，艤装場所，陸上監視局を図─ 3に示す。
測量対象は，500 m × 500 m の測量エリアと 500 m
の測線 1本で，本測深システムを用いた自動航行によ
る測量実証試験を，上記 2ヵ所に対して実施した。

（2）試験内容
搬入から組み立て，測量，撤去までを行うに伴い，
事前に機材搬入経路や到達航路，使用機器の確認を
行った。使用機器の確認では，既設基準点に
WADGPS を設置し，計測された座標と既知点座標の
比較を行い，GPS の精度（=±15 cm程度）確認を行っ

た。以下に GPS キャリブレーション内容と表─ 1に
精度確認結果を示す。

・測定日：平成 26 年 10 月 28 日
・測定点K-1：  平面直角座標（X,Y）＝（-50856.418, 

-53200.899）
・測定時間：13 時 48 分～ 13 時 58 分
・使用データ数：600 データ
・使用機器：GPS 受信機
精度確認結果から，基準点との誤差は X 座標
3.3 cm，Y座標 10.4 cm であり，許容誤差内であるこ
とを確認した。
この事前踏査の結果を踏まえ，使用する機器や
GPS の機種について決定した。
実証試験当日は，機材搬入から始まり，双胴船の組
立，センシング機器の設置・固定，動作確認，実証試
験という流れで行った。
艤装状況を写真─ 1に示す。双胴船の組立と機材
積載後に，取得データのテスト及び所要項目の設定を
行い，補助艇により双胴船を測量場所まで曳航し，実
証試験を開始した。

実証試験内容は，双胴船に搭載したナローマルチ
ビーム測深器を用いての測量エリアと測線の自動航行
測量である。自動航行測量状況を写真─ 2に示す。
船位はWADGPS，方位は GPS 方位計により取得し
た。船体の動揺は動揺補正装置を使用して計測した。
測深データの収録及び測深結果の表示は，データ取
得・処理ソフトウェア「ベルーガシステム（自社開発）」

図─ 3　実証試験実施場所

表─ 1　精度確認結果

写真─ 1　艤装状況
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（以下「本ソフトウェア」という）を使用した。モニ
タ画面上に測深区域及び計画測線を表示し，GPS で
得られた測位データを取込み，座標変換後，船位を画
面上に表示する。ソフトウェア画面を図─ 4に示す。
測量は本測深システムの機能である自動航行を基本と
し，フィルコンタ及びプロファイルデータをリアルタ
イムで PCモニタ画面上に表示する。また，自動航行
にて測量を行うことに際し，双胴船のトラブル対応の
ために補助艇を付近に待機させ，実証試験を実施し
た。補助艇には，測量画面やバッテリー容量などを監
視するため，無線通信と監視用 PCを搭載させた。ま
た，無線 LANを用いて陸上から測量画面や測量状況
の監視を行った。作業終了後，全データを合成し，未
測深域の有無について現場で確認を行った。
全データの取得を確認し，現地で取得された計測
データは，後日，本ソフトウェアによって解析処理を
行い，成果物を作成した。解析作業の1次処理として，
取得データの整合，確認を行い，機器間の遅延時間，
傾斜角，水面高等の補正値を算出・反映させ，2次処
理として，取得データの正規化を行った。

（3）実証試験結果
自動航行による測量で得られた成果物を図─ 5～ 7

に示す。

（4）今後の課題の抽出
当該技術は工事実績もあり，技術的にも確立してい
るが，実証試験の結果，以下の課題や改善点が顕在化
した。
・航行速度の高速化とバッテリー容量の増大化
・バッテリー等の積載物の小型・軽量化
・障害物の自動回避機能の検討
・自動回帰機能の検討
今後，これらの項目に対してシステムの改良及び検
討を実施する予定である。

5．おわりに

精密な測量を行うためには，測量船の航行速度を極

写真─ 2　自動航行測量状況

図─ 4　ソフトウェア画面

図─ 5　平面図

図─ 6　鳥瞰図

図─ 7　断面図
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力落し，直線的に密なデータを収集する必要がある。
また，器械固有の誤差以外に機器の取付誤差が精度に
大きく影響する。しかし，通常の深浅測量では，測量
船に仮設で機器を取り付けざるを得ず，測量船の能力
や船長の技量等により航行速度や測線誘導精度は一定
しないのが現状である。本測深システム，自動航行型
測深システム「自動ベルーガ」は，各機器を専用の架
台に設置するため，計測条件は常に同じであり，再現
性があることから，総合精度の向上に繋げることがで
きる。また，決められた測線を 10 cm 程度のズレに
抑え，非常に低速度で航行することにより，密なデー
タを収集することが可能である。本測深システムを導
入することにより，測量に要する労力の大幅な削減が
可能であり，更に精密な測量が可能となる。また，無
人での調査や測量が可能であることから，立ち入りが
制限される危険地域での調査や喫水の浅い水域での調
査等への利用が，本測深システムの有する最大限の効
果を発揮できる場である。今後，本システムが被災地
やダム等での測量で活躍することを期待する。
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