
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

i-Constructionの概要と
港湾における取組

令和４年８月

国土交通省 港湾局

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)



【目 次】

■ i-Construction概論 (第1節)

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)

■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)

■ ＩＣＴ活用工事の実例 (第7節)

■ ＩＣＴ活用工事の監督、検査のポイント (第8節)

■ 測量・調査方法の新たな動き (第9節)

1



i-Constructionの概要と港湾における取組
■ i-Construction概論 (第1節)

• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編） 2



i-Constructionの概要と港湾における取組

■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)
• UAV（ドローン）による作業区分および順序
• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
【ＩＣＴ海上地盤改良工】
• ３次元マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

【ＩＣＴ本体工】
• ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版)(案）

• ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版）(案)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)
• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深
• 深浅測量の工程別作業区分および順序
• マルチビーム測深機器等の操作
• 各機器の設定及び各種補正データの確認

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)
• ３次元設計データと出来形評価用点群データ
• 出来形測量鳥瞰図
• 水路測量_拡大航跡図
• 水路測量_拡大水深図
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i-Constructionの概要と港湾における取組

■ ＩＣＴ活用工事の実例 (第7節)
• 令和元年度 UAVグリーンレーザ測量とマルチビーム測深を併用した測量の取組み（株式会社セトウチ）
• 平成28年度 徳山下松港新南陽地区航路（-12m）浚渫工事（五洋・井森特定建設工事共同企業体）
• 平成29年度 庄内川下之一色しゅんせつ工事（中日建設株式会社）
• 平成29年度 名古屋港庄内川泊地外浚渫工事（株式会社おかむら）
• 平成29年度 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)上部及び消波工事（株式会社 不動テトラ）
• 平成30年度 八戸港外港地区防波堤（第二中央）築造工事（東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体）

■ ＩＣＴ活用工事の監督、検査のポイント (第8節)
◆ＩＣＴ活用工事の流れ
• 概要
• 機器・ソフトウェア等の選定・調達
• 施工計画
• 工事の基準点および基準面等
• 起工測量
• ３次元設計データの作成時の実務内容
• 設計図書の照査
• 出来形管理
• 電子成果品等の作成
• 検査

■ 測量・調査方法の新たな動き (第9節)
• マルチビーム測量のＣＵＢＥ処理への移行
• マルチビーム測量データの効率的ノイズ処理
• 測量等への衛星画像活用のイメージ
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i-Constructionの概要と港湾における取組
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ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧
○ ICT活用工事の各種要領は、モデル工事・試行工事の実績データやアンケート調査結果等を

踏まえた改定や新規作成を行い、現在は、以下の要領にて試行工事等を実施中

区 分 要 領

ICT浚渫工

・マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
・３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
・３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
・３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
・ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

ICT基礎工
・３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（基礎工編）
・ICT活用工事積算要領（基礎工編）

ICTブロック
据付工

・ICT機器を用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）
・ICT活用工事積算要領（ブロック据付工編）

ICT海上
地盤改良工

・マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）
・３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）
・３次元データを用いた出来形管理要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）
・３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）
・ICT活用工事積算要領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）

ICT本体工
・ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）
・ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）
・ICT活用工事積算要領（本体工編）（モデル工事用）

【出典】「港湾におけるi-Construction 推進委員会」資料より抜粋・作成
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【ICT浚渫工】 要領類の整備状況 （令和4年4月時点）

ICT浚渫工は、平成28年度にマルチビームを活用した工事の実績データにもとづき、
ICT（マルチビーム）の活用に向けた検討を行い、３次元データによる測量方法や数量
計算、出来形管理、監督・検査に係る各種要領を作成。

以降、要領を適用した試行工事を実施し、試行工事における実績データやアンケート
調査結果をふまえた改定を行い、昨年度（令和３年度）は以下の要領に改定し、試行
工事を実施中。

◆ マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(浚渫工編) （令和４年４月改定版）

◆ ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(浚渫工編) (令和４年４月改定版)

◆ ３次元データを用いた出来形管理要領(浚渫工編) (令和４年４月改定版)

◆ ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編） (令和４年４月改定版) 

◆ ＩＣＴ活用工事積算要領（浚渫工編）（令和４年４月改定版）

※ 海上保安庁 海洋情報部：

水路測量業務準則施行細則 （R2.3.27 一部改正）
「水深測量でスワス音響機を使用する場合でのシングルビーム併用の原則」等の規定を改定
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【ICT浚渫工】 検討経緯
年度 検討内容 試行工事等の概要 実施要領 備考 （策定・見直し内容）

H28d

東北地整にて調査業
務を実施し、マルチ
ビームで測量を行った
工事の実績データにも
とづき、ICT浚渫工の
実施要領案を作成し、
本省（港湾局）の検討
委員会を経て公表

検証工事： 3件

測量へのマルチビー
ムの活用

• マルチビームを用いた深浅測量マニュア
ル（浚渫工編）（案）

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出
要領（浚渫工編）（案）

• ３次元データを用いた出来形管理要領
（浚渫工編）（案）

• ３次元データを用いた出来形管理の監
督・検査要領（浚渫工編）（案）

• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）（案）

※ 上記の要領を年度末に公表し、運用中

・ 起工測量、出来形測量において、マルチビー
ムによる３次元測深を適用

【取得点密度】 3点以上/ 0.5m平面格子
達成率90％以上、ただし、3点未満の平
面格子が連続してはならない

【測 深 精 度】 ±10cm

【抽出データ 】 土量計算 ： 格子ﾃﾞｰﾀの中央値
出来形管理： 格子ﾃﾞｰﾀの最浅値

・ マルチビーム測深の適用に伴い、別々に実施
していた出来形測量と水路測量を一体化

H29d

ICT浚渫工試行工事を
実施し、その実績デー
タおよびアンケート調
査結果をふまえて実
施要領案を改定

試行工事： 26件

測量（起工・出来形）
へのマルチビームの
活用

上記の「平成30年4月改定版」を策定

・ データの取得作業及び解析・共有の効率化の
観点から要領を見直し

【取得点密度】 3点以上/ 1.0m平面格子

【測 深 精 度】 ±10cm、適合率90％以上

H30d

ICT浚渫工試行工事を
実施し、その実績デー
タおよびアンケート調
査結果をふまえて実
施要領を改定

試行工事： 50件

測量（起工・出来形）
へのマルチビームの
活用

施工中でのICT（可視
化技術）の活用

上記の「平成31年4月改定版」を策定

・ 取得点密度に加え、基本的に水路測量の基準
にあわせ（測深精度、GNSS精度確認等）、要
領を見直し

【取得点密度】 3点以上/ 1.0m平面格子

達成率99％以上、ただし、3点未満の平
面格子が連続してはならない

【測 深 精 度】 「平成14年度 海上保安庁告示第
102号」で定められたとおりとする

R1d 同上

試行工事： 51件

測量（起工・出来形）
へのマルチビームの
活用

施工中でのICT（可視
化技術）の活用

上記の「令和2年4月改定版」を策定

・ 測量作業の効率化の観点から、マルチビーム
測深におけるスワス角を見直し

【スワス角】 90°→ 90°～120°

R2d 同上 試行工事： 80件 上記の「令和3年4月改定版」を策定
• 現行要領の継続的な見直しを実施

（主に参照基準類等）

R3d 同上 - 上記の「令和4年4月改定版」を策定 • 同上

※ 赤字： 前年度からの変更点 9



【ICT浚渫工】 試行工事の実施内容（H29d～）

【起工測量】 【本工事】

(従前) シングルビーム測深
(ICT) マルチビーム測深

(標準化)

【出来形測量】

(従前) 旗入れによる掘削箇所
確認

(ICT) GPS施工管理装置によ
る掘削箇所可視化

(従前) シングルビーム測深
(ICT) マルチビーム測深

【水路測量】
※ 海上保安庁が海図や水路通報

を発行するために必要な測量

【各種実施要領等の策定(浚渫工編･令和4年4月改定版)】
① マルチビームを用いた深浅測量マニュアル ※水路測量に対応
② ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領 ※積算､出来形管理に対応
③ ３次元データを用いた出来形管理要領 ※受注者向け
④ ３次元データを用いた出来形管理の監督･検査要領 ※発注者監督職員向け

請 負 工 事

(従前) 工事終了後別途実施
(ICT) 請負工事の出来形測

量成果を活用

水 路 測 量

・ ICT施工は､ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深
を標準化することで､従来
工事終了後に別途行って
いた水路測量を､工事出来
形測量成果をもって対応
可能とした。
⇒時間･コストの削減

〇試行工事の流れ および 各種実施要領等 ICT施工により一本化

グラブ浚渫

施工状況の可視化
･ ３次元データを活用した電
子検査の実施

・ 完成状況の可視化
・ 出来形数量計算の自動化･可視化による施工期間短縮

×
・ ３次元測量図による施工
数量の確認

10



【ICT浚渫工】 試行工事の実施内容

維持管理検査施工・出来形計測
設計・

施工計画
測量

⑥ 点検等
への活用

• 完成時の３次
元データをもと
に経年変化等
の確認に活用。

• 埋没経過状況
の把握。

① ３次元起工測量

【３次元測量】

３次元測量により詳細な海底地形を把握

• 施工前に「マルチビーム」を用
いた水深測量（３次元起工測
量）を行う。

③ ICTを活用した施工

【施工箇所の可視化】

• ICTを活用して、水中施工箇所をリアルタ
イムで可視化し、施工を行う。

② ３次元データによる施工量算出

• ３次元起工測量結果と、設計図書より
作成した３次元設計データを用いて、
施工量を算出する。

3次元起工測量結果

3次元設計データ

【３次元数量算出】

３次元起工（測量結果と３次元設計データから
正確な施工量（浚渫土量）を算出

④ ３次元出来形測量

• 浚渫工が完了した後、
「マルチビーム」を用
いた水深測量（出来形
測量）を行い、出来形
管理を行う。

• 出来形測量の取得
データは、水路測量に
も使用可能とする。

リアルタイムでの施工位置や出
来形の可視化により施工管理
を効率化

【３次元出来形測量】

３次元測量による出来形計測により、詳細な浚
渫後の海底地形を把握、施工管理を効率化

出来形測量と水路測量の一体化による時間･コ
ストの削減

⑤ ３次元データを活用した検査

OK

発注者

• ３次元測量データから帳票等を作成し、
工事完成図書として納品する。

• ３次元データを活用した電子検査を行う。
【帳票の自動作成】

【３次元電子検査】

帳票自動作成により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

※赤字： 令和４年４月時点にて実施要領を策定済であり、試行工事を実施中
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【ICT浚渫工】 試行工事の実施要領
「ICT浚渫工」実施要領

概 要

建設生産プロセスの下記①～⑤の段階において、ICTを全面的に活用する工事であり、ICT活用工事を現
場で実施することをICT活用施工という。

① 3次元起工測量 ② 3次元数量計算 ③ ICTを活用した施工

④ 3次元出来形測量 ➄ 3次元データの納品

各段階に
おけるICT

① ３次元起工測量
受注者は、本工事の起工測量（深浅測量）において、「マルチビーム測深システム（以下、「マルチ

ビーム」という）」により、測量を行う。

② ３次元数量計算
マルチビーム測量結果を用いた数量計算を行う場合は、「3次元データを用いた港湾工事数量算出要

領（浚渫工編）（令和３年４月改訂版）」にもとづいて行う。

③ ICTを活用した施工
①により得られた３次元データを用いて、ICTを活用した施工を行う。

④ ３次元出来形測量
受注者は、本工事の浚渫工が完了した後、「マルチビームを用いた深浅測量（出来形測量）」を行い、

出来形確認を行う。

➄ ３次元データの納品
②により確認された３次元施工確認データを、工事完成図書として納品する。

対象工種 【工種】浚渫工（【種別】ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫工、ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工、硬土盤浚渫工、岩盤浚渫工、ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工）

発注方式

1) 発注者指定型
全体工事費（消費税を含む）が２．５億円以上を目安として発注者が設定した工事に適用する。但

し、これに拘わらず、中小企業を対象とする工事に対しては「施工者希望型」を適用する。

2) 施工者希望型
施工者希望型は、全体工事費（消費税を含む）が２．５億円未満を目安として発注者が設定した工

事に適用する。

※運用については、上記を標準として各地方整備局等において地域の状況等をふまえて設定する。
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• GNSS精度確認
• 機器の取付け
• パッチテスト
• 水中音速度測定
• 検潮記録
• 検測（測深精度確認） 等

マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

第１章 概説

1.1 はじめに

1.2 目的

1.3 本マニュアルの構成

1,4 適用範囲と利用上の注意点

1.5 用語の解説

第２章 マルチビームを用いた深浅測量

2.1 作業工程

2.2 測量計画・準備

2.3 艤装・テスト

2.4 水深測量

2.5 計測基準

2.6 検測・精度管理

2.7 データ解析

2.8 データ管理

第３章 ３次元設計データの作成

3.1 目的

3.2 適用範囲

3.3 ３次元設計モデルの構造

3.4 ３次元設計データの作成範囲

3.5 ３次元設計データを作成する留意点

3.6 ３次元設計データの照査方法

■ 検測・精度管理

■ 計測基準

基準点名： No.1
観測時間は約3分であり、
データの取得間隔は約1秒毎である。
結果を以下に示す。

(単位:m）

Ｘ Ｙ ΔＸ ΔＹ
既知点 -113,751.379 55,297.677 　

1セット目　平均値 -113,751.246 55,297.337 0.133 -0.340 0.365

2セット目　平均値 -113,751.323 55,297.248 0.056 -0.429 0.433

セット間較差 |  0.077 | |  0.089 | 0.118

取得値座標と既知点座標との相関を以下のグラフに示す。
2セット目　平均値は、2セット目観測エポック数30点の平均を示す。

（取得値座標-既知点座標）

1セット目　平均値は、1セット目観測エポック数30点の平均を示す。

GNSS 精 度 確 認 結 果 表

JGD2000 Ⅷ系座標
既知点との差

既知点からの距離

平成○年○月○日実施

-1

-0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

Δ
ｘ

Δｙ

取得座標値と既知点座標との相関図

既知点

1セット目平均値

2セット目平均値

◆精度管理ﾁｪｯｸｼｰﾄ
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本マニュアルは、水深30m以浅の浚渫工においてマルチビームを用いた深浅測
量を実施する場合の標準的な作業方法を定め、その規格の統一、成果の標準化
および必要な精度の確保に資することを目的とする。

■ 目的

測地系： 世界測地系（測地成果2011）

基準面： 港湾管理用基準面(C.D.L)

■ データ管理

取得点密度は、測量海域の全域に1.0m平面格子をかけ、その総平面格子数の
99%以上（達成率99%以上）の平面格子において３点以上を確保する。

取得点密度を満たす、1.0m平面格子内の点群データにおいて
・土量計算に使用する場合 ：中央値
・出来形管理に使用する場合 ：最浅値

を抽出し、１点／1.0m平面格子の点群データを作成する。

測定誤差の限度は、「平成14年海上
保安庁告示第102号」で定められたと
おりとする。

各種補正データが適切に反映されて
いることを確認するために「測深精度
管理チェックシート」を作成する。

概要



マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

第1章 概説
1.1 はじめに
1.2 目的
1.3 本マニュアルの構成
1.4 適用範囲と利用上の注意点
1.5 用語の解説

第2章 マルチビームを用いた深浅測量
2.1 作業工程
2.2 測量計画・準備
2.3 艤装・テスト
2.4 水深測量
2.5 計測基準
2.6 検測・精度管理
2.7 データ解析
2.8 データ管理

第3章 ３次元設計データの作成
3.1 目的
3.2 適用範囲
3.3 ３次元設計モデルの構造
3.4 ３次元設計データの作成範囲
3.5 ３次元設計データを作成する際の留意点
3.6 ３次元設計データの照査方法
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

1.1 はじめに
国土交通省では、「ICTの全面的な活用」等の施策を建設現場に導入することによって、建

設生産・管理システム全体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を進めており、港湾分野においても、計画・調査、測量・設計、施工計画・積
算、施工・施工管理、検査、維持管理に至る一連の建設プロセスにおいてICTを全面的に活
用した情報の３次元化の一環として、新たに基準の整備を進めているところである。

『マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）』（以下「本マニュアル」という。）は、
浚渫工におけるマルチビームを用いた深浅測量について、現在の技術を勘案した標準的な
作業方法や測深性能、測深精度等について定めたものである。

1.2 目的
本マニュアルは、水深30m以浅の浚渫工においてマルチビームを用いた深浅測量を実施す

る場合の標準的な作業方法を定め、その規格の統一、成果の標準化および必要な精度の確
保に資することを目的とする。

なお、本マニュアルに記載の無い項目については『港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書
（国土交通省港湾局）』に準ずるものとする。また、水路測量に該当する深浅測量や岸線測量
と験潮については海上保安庁の「水路測量業務準則」および「水路測量業務準則施行細則」
に準ずるものとする。

【参考】

水路測量業務準則

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/SHIDOW/site0013/_userdata/junsoku.pdf

水路測量業務準則施行細則

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/SHIDOW/site0013/_userdata/saisoku.pdf

第1章 概説
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

1.3 本マニュアルの構成
本マニュアルは、水深30m以浅の浚渫工においてマルチビームを用いた深浅測量を実施す

る際の標準的な作業方法、使用する機器等の必要な事項について規定している。
また、測量技術としてのマルチビームを用いた深浅測量に対する理解を深め、その利用の普
及・促進を図るため、解説を加えている。なお、本マニュアルの全体構成は、以下のとおりであ
る。

① 全体概要

浚渫工におけるマルチビームを用いた深浅測量についての概説、本マニュアルの構成
等について説明している。

② マルチビームを用いた深浅測量

浚渫工においてマルチビームを用いた深浅測量を実施するにあたっての工程別作業区
分および順序、作成手法、精度管理等について規定している。

③ ３次元設計データの作成

マルチビームにより取得された３次元測深データから、浚渫工における設計図書作成、
施工計画、施工管理、出来形管理において必要な３次元設計データの作成方法について
規定している。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

1.4 適用範囲と利用上の注意点（１）
本マニュアルでは、浚渫工の出来形管理等に求められる要求精度を満たすように、マルチ

ビーム測深を使用した深浅測量を前提としている。
使用するマルチビームについては、浚渫結果を適切に表現できる性能を保有する機器とする。

【解 説】
浚渫工の出来形測量等においては、後述する「2.6 検測・精度管理」で示すとおり、原則として精度

は「平成14 年海上保安庁告示 第 102 号」で定められているとおり とし、測深性能（取得点密度）は、
1.0m平面格子に３点以上（達成率 99 ％以上）を標準とする。 ただし、海象状況や特殊な地形など
諸条件より、上記の精度・性能を満たすことが出来なかった場合は、監督職員と対応を協議する 。

スワス測深とは、測量船の左右方向に指向性の鋭い音響ビームを海底に照射し、船の進行ととも
に一括で多数点の水深値を計測する測深システムである。

海底地形を面的に詳細に計測するスワス測深には、主にクロスファンビーム（ミルズクロ ス）方式
に代表されるマルチビーム測深と、インターフェロメトリ方式に代表されるインターフェロメトリ測深の
２つのシステムがあるが、3次元点群データの取得にはマルチビーム測深を用いる。

従来のシングルビーム測深が海底
を送受波器直下の水深情報を線で測
深 しているのに対し、スワス測深は
面的に詳細な海底地形を測深するも
のである。

図- 1.1 測深概要
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

1.4 適用範囲と利用上の注意点（２）

２つのスワス測深システムの計測原理の主な特徴を示す。

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載

図- 1.3 測深データのイメージ

図- 1.2 測深システムの概要
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

1.5 用語の解説
本マニュアルで使用する用語を以下に解説する｡

【スワス測深】
海底地形を面的にかつ詳細に計測する測深方法であり、マルチビー

ム測深とインターフェロメトリ測深の総称である.

【マルチビーム】
マルチビームとは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）ビームによる測深

が名前の由来であるナローマルチビームシステムのことを略した表現で
ある。

【海上位置測位】
水域において深浅測量等の調査作業、工事を実施する地点の位置の

測定を行う作業をいう。その際、工事用基準点、港湾管理用基準面等
の測量情報および利用する座標系情報が必要になる。

【水深測量】
水域において深さの計測を行い、主に経緯度（もしくは位置座標）水深

ファイル（以下「３次元データ」という）を作成する作業をいう。

【３次元データ】
本マニュアルで使用する３次元データとは、位置・水深値の点群デー

タ、法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面形状を表記する目的の
メッシュデータ、設計用CADデータ、土量計算など設計図書に規定され
ている工事目的の数値データ、視覚化するための面データに必要な
TINデータなどを指す。これらデータが統一された空間座標系で利用さ
れる。

【３次元設計データ】
３次元設計データとは、法線（平面線形、縦断線形）、縦断図、横断図

および利用する座標系情報など設計図書に規定されている工事目的物
の形状とともに、それらをTINなどの面データで出力したものである。

【TINデータ】
TIN（不等辺三角網）とは、Triangulated Irregular Network の略。TINは、

地形や出来形形状などの表面形状を３次元座標の変化点標高データ
で補間する最も一般的なデジタルデータ構造である。TINは、多くの点を
３次元上の直線で繋いで三角形を構築するものである。TINは、構造物
を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成される。

【３次元点群データ】
マルチビーム機器で測深したデータであり、平面的な位置（X,Y）と、深

さ、あるいは高さ（Z）の３要素で構成された３次元データの集合体のこと。

【メッシュデータ】
メッシュデータとは、点群データを正方形の格子状に区切った単位で、

その範囲における点群データのうち中央値、最浅値を採択するなどの
加工処理したデータのことである。

【TIN分割等を用いて求積する方法】
３次元設計データや起工測量結果から、それぞれの面データとして

TINからなる面データを作成したうえで、施工水深値にて施工水深面を
設定し、各TINの水平投影面積と、TINを構成する各点から施工水深面
までの高低差の平均（平均高低差）を乗じた体積を総和する方法のこと。

【プリズモイダル法】
起工測量結果、出来形計測結果等からそれぞれの面データとしてTIN

からなる面データを作成し、面データのポイントの位置を互いの面デー
タに投影する。次に各面データから、本来の自身が持つポイントと相手
のポイントを合わせたポイント位置により新たな三角網を形成し、この三
角網の結節点の位置での標高差にもとづき複合した面データの標高を
計算する。面データの各TINを構成する点をそれぞれの面データに投影
すると、各面データに同じ水平位置で標高の異なる点が作成されるの
で、その作成された点で再度面データを構築し、三角形水平面積と高低
差を乗じた体積を総和する方法のこと。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.1 作業工程
マルチビームを用いた深浅測量の工程別作業区分および順序は、次のとおりとする。

(1) 測量計画・準備
(2) 艤装・テスト
(3) 水深測量
(4) 計測基準
(5) 検測・精度管理
(6) データ解析
(7) データ管理

2.2 測量計画・準備
測量実施者は、作業の着手前に作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適

切な測量計画を立案し、これを発注者に提出する。測量計画を変更しようとする場合も同様と
する。資料収集、現地調査が必要であれば行い、計測の精度を高めるよう準備する。

(1) 測量計画
測量計画は作業工程によるほか、作業毎に作成するものとする。

① 測線設定
測量計画は、測量区域の水深、海底地形、有効測深幅を考慮し、未測深が生じないよ

うに測線を設定するとともに、浚渫工の出来形管理等において適切な地形再現ができる
取得点密度（３点以上／1.0m平面格子（達成率99％以上））で測深できるよう、必要な範
囲で重複する測線を設定する。

第2章 マルチビームを用いた深浅測量
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.2 測量計画・準備

【解 説】
＜取得点密度＞

取得点密度は、スワス角、水深、船速、周波数、重複度合いの組み合わせで決まってくる。
船速は遅いほどデータの密度を高くすることができ、測深時の船速が速すぎると調査船の動
揺で誤差が生じやすく、またデータ間隔が粗となるため、事前の測量計画時に船速上限を決
めて、測深時に注意するものとする。ただし、潮流の激しい箇所、輻輳した航路、泊地等では、
安全面から、むやみに船速を遅くすることはできない。このため必要な最低の船速を確保す
る必要がある場合、測線間隔を狭める等スワス幅の重複を考慮しつつ、取得点密度を確保
可能な測深計画を策定する必要がある。

測深時に設定するスワス角は90°～120°とし、1.0m平面格子３点以上（達成率99％以
上）の性能を満たせるように計画し測深することとする。

（一般海域での運用基準）

(1) 海底地形、水深を考慮し、測深作業が効率的に実施できるように計画する。

(2) 航路、泊地、錨地、岸壁およびその付近においては、使用するナローマルチビーム測深
機の有効測深幅および測量船の偏位を考慮して、未測深部分がないように計画する。こ
の場合、有効測深線幅の20％を重複させることが一般的である。

(3) 岩礁、漁礁、沈船等海底障害物が存在する海域、もしくはその存在が想定される海域で
は、最浅部が明確に捕捉できるよう隣接測線が十分に重複する測線を計画する(片側の
ビーム幅100％以上の重複率を推奨)。

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.2 測量計画・準備

(2) 作業手続き

① 必要な手続き
深浅測量の実施に際しては、事前に、水路測量許可、海上作業の許可・届出、他の関

係する法令に規定する許可申請や届出を提出する。また、地方条例や各団体等によっ
て定められた同意・承諾等を遵守してその履行に適切な対応を行う。

さらに、作業の実施にあたっては、測量海域を管轄する関係機関や関係者への作業
内容、作業方法および作業工程の周知を行う必要がある。

② 手続きの流れ
管轄の管区海上保安部への海上作業の許可申請は、原則として着工日の１ヶ月前に、

受注者が管轄の港長または海上保安部署等へ行う。水路業務法第６条の申請は、管轄
の管区海上保安本部長へ行い、対象海域の管轄が２つ以上の管区海上保安本部にま
たがる測量の場合は海上保安庁長官へ申請を行う。

この許可申請にもとづき、実施される測量作業区域、方法等の公示が行われるほか、
水路通報や航行警報が発出され、測量作業について安全周知が行われる。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト

艤装とは、測量船にマルチビーム測深機器本体および周辺機器を装備、設置することをいい、
計測中に取り付け位置が動くことの無いよう強固な固定が必要である。

艤装完了後は各機器の作動確認と測量船の航走によるテスト計測を行い、各機器の正常動
作を確認する。

(1) GNSS精度確認
水深測量時に使用する基準点測量、海上測位方法に関して、十分な精度を有していな

ければならない。
GNSSは、測量実施前に精度確認を行い、「平成14年海上保安庁告示第102号」水路

測量における測定または調査の方法に関する告示の『水平位置の測定の誤差の限度』
を満たしていることを確認しなければならない。

精度確認結果は、GNSS精度管理表に取りまとめる。

【解 説】
本章では使用するGNSSの測位方法について規定していない。しかし、浚渫工の出来形管

理基準を満たすためには、最終点群データが適切に再現可能な精度が確保できる測位精度
を有するシステムを使用する必要がある。使用するGNSS機器は、使用にあたり発注者の承
諾を事前に受けることが一般的である。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト

(2) 機器の取り付け(オフセット)
マルチビーム測深機器本体

および周辺機器の位置関係
（オフセット値）を明確にし、測
深中も位置関係は変化しない
様に機器を取り付けるものと
する。計測したオフセット値は、
マルチビーム測深システム点
検簿に記載する。艤装状況に
変更があった場合、必ず再計
測を行う。

送受波器

動揺計測装置

基準アンテナ
(位置センサー)

第２アンテナ
(方位センサー)

送受波器
右舷 （Y）

基準アンテナ
(位置センサー)

前方 （X）

第２アンテナ
(方位センサー)

動揺計測装置

水面 垂直方向

※方位センサーについては、図に示すセンサー構成の他、RTK-GNSS×2台による方位の
取得でも測量は可能とする。

※測位／方位／動揺／測深の時刻同期が正確にとれるように機器を構成すること。
① 艤装時の留意点

各機器はロープ等で固定し、
回転しないようにする。また、
ケーブルの干渉にも注意する。

艤装状況に変更があった場合（緩み等があり艤装し直した場合、喫水を変えた場合、ソ
ナーヘッドの向きを変えた場合など）は、必ず計測をやり直すものとし、その旨を「マルチ
ビーム測深システム点検簿」等に記録する。

図- 2.1 オフセット計測位置の概要
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載

② 水平方向位置
各システムや収録ソフトウェアで規定されている位置を基準とし、相対位置は1mm単

位まで計測する。計測結果は、収録ソフトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深
点検簿に記載しデータ処理時に適切に用いられていることを確認する。

1. 送受波器は、測量船が航行中に発生させる気泡の影響が少ない場所を選択し、水面に対して垂直に固定する(船舶
の構造にもよるが、一般的には、船首または船の動揺軸（ピッチ方向）付近でかつ、船舶の喫水以下または海面より
１m以下に送受波器を固定することが望ましい）。

2. 固定するにあたっては、送受波器が振動しないように、船の前後方向および横方向(胴回し)をワイヤーなどで強固に
固定しなければならない。

3. 動揺センサーは、船の動揺の中心付近、あるいは送受波器近くに送受波器と向きを揃えて艤装することが望ましい。

4. 方位センサーは、送受波器と向きを揃えて艤装する。

5. 位置センサー（GNSS）は、送受波器近く、天空を確保できる場所に艤装する。

6. 艤装を終えたら、各機器の位置関係をメジャー等で計測して記録・入力後、すぐに計測が開始できるようにする。

7. 送受波器の喫水は、バーチェック板またはメジャーを用いて計測する。

8. テストランを行い、送受波器や周辺機器にぐらつきなどが起きないか確認する。

【解 説】
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト

③ 鉛直方向位置
基準は水面とし、センサー間の相対位置は1mm単位まで測定し、水面との関係付けは

バーチェック法により10mm単位まで測定する。
計測結果は、収録ソフトウェアに入力すると共に、マルチビーム測深点検簿に記録し

データ処理時に適切に適用されていることを確認する。
②③の計測結果が、データ収録および処理ソフトウェアへの入力により、測深結果の補

正に適用されていることを確認する。

(3) 喫水確認

① 喫水確認の方法
喫水の確認は、バーチェックにより行うものとする。水面を基準(0m)とし反射板を吊り下げ

数mで固定し、ソナーヘッドから反射板の距離をマルチビーム測深機で計測、記録する。水
面を基準とした吊り下げ長から計測したソナーヘッドと反射板の距離を減じたものが喫水値
となる。この作業を３回行いその平均値により喫水値の確認を行う。

また、標尺での計測や取り付けパイプに付した喫水目盛りを読み取るなども同時に行う。

② 喫水確認に際しての留意点
喫水の確認に使用する索は、事前に検尺を行い伸縮のないことを確認したものを使用す

る。また確認作業実施海域は、測深海域の近傍でできるだけ静穏な場所を選び動揺による
誤差が生じないように留意する必要がある。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト
(4) パッチテスト

マルチビーム測深システムは、水面に対しできるだけ水平、垂直に艤装することを基本とす
るが、船の形状や、固定時の固定ワイヤー等の張り具合により、必ず取付け誤差が発生す
る。この取付け角度の誤差（以下「バイアス値」という。）と各機器の収録遅延（以下「レイテン
シー」という。）を求めるために、パッチテストを行うこととする。パッチテストは、測深中艤装状
況に変化がないことが前提であり、変化があった場合は必ず再計測を行う。

① パッチテストの種類と方法
以下に示すバイアス値とレイテンシーをパッチテストにより求めることとする。

【解 説】
＜バイアス値＞

Roll（ロール） ：船の進行方向に対して横方向の取付け角度
Pitch（ピッチ） ：船の進行方向の取付け角度
Yaw（ヨー） ：進行方向に対する送受波器の向き
Latency（レイテンシー） ：遅延時間

(機器に対してデータ転送などを要求してから、返送されるまでの収録遅延)

図- 2.2 バイアス値の種類

ロール ピッチ ヨー レイテンシー

27



マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.3 艤装・テスト
② パッチテストの計測条件

パッチテストは以下の条件で計測することが望ましい。

バイアス値 海域 走り方

ロール 斜度が１％未満 同じ測線を同じ速度で往復

ピッチ 斜度が５％以上 同じ測線を同じ速度で往復

ヨー 斜度が５％以上 平行な測線を同じ速度で同じ方向に１本ずつ

レイテンシー 斜度が５％以上 同じ測線を同じ方向に、速度を倍以上変えて１本ずつ

＜バイアス値ごとのパッチテスト概要＞

測量船に送受波器を艤装する際に、水面に対して垂直に送受波器を取り付けること
は難しく、若干の角度のズレを伴うことは避けられない。この角度のズレは、測深
データに大きく影響するため、送受波器の取り付け角度を計測するパッチテストを行
う必要がある。
パッチテストは平行測線、往復測線を基本とし必要に応じ交差測線などを実施する。

このパッチテストにより、送受波器に対し３方向（前方(X)・右舷(Y)・下方(Z)）に
おける取り付け角度（バイアス値と言う）および機器の収録レイテンシー（時間遅
れ）を求める。
なお、パッチテストは送受波器の取り付け誤差の補正に有効な統計処理手法である。

このため、パッチテストを実施する場所は、岩礁地帯など凹凸の激しい海域は避け、
砂浜や港内等の安定したデータが取得できる場所が望ましい。
また、パッチテストは、周辺機器と送受波器の位置関係が変化していないことが前

提である。そのため、作業中に、送受波器の固定ワイヤーを再度締めたり、ソナーに
流木などが当ったりした場合などの僅かなズレが誤差要因となるため、毎日パッチテ
ストを行わなければならない。船体装備型（設置型）の場合は、この限りではない。

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （(一社)海洋調査協会）」より転載

【解 説】
パッチテストの概要を示す。

図- 2.3 パッチテストにおける測線の設定例
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.4 水深測量

水深測量とは、測量船に艤装したマルチビームを用いた深浅測量をいい、次工程の作業に
必要な３次元データの作成を含むものとする。

測深の計測基準面は、海上保安庁告知の最低水面を原則とする。
位置座標の測地系は、世界測地系を使用するものとする。

(1) 水中音速度測定

① 水中音速度測定の方法
水中音速度の測定は、水中音速度計による測定を基本とする。
測定位置については、測量海域の中央付近で可能な限り深い地点とし、海況が変化する

海域では適切に測定点を配置することが望ましい。なお、測定は一日作業で1回以上行うも
のとし、計測位置の記録も同時に残しておくこと。

また、収録結果は、音速度測定結果表に取りまとめる。
この方法で計測できない場合は、事前に協議の上、緯度、圧力、水温、塩分から計算によ

り音速度を算出し使用することもできる。

② 測定値の入力
水中音速度計の降下時と引上げ時の測定結果から、最低1m毎の平均値に取りまとめ、

その結果を収録、解析ソフトウェアで使用できる形式で作成する。作成した水中音速度デー
タを解析ソフトに取り込み適用する。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.4 水深測量

(2) 測深

① 各種調整
収録ソフトウェアで測地系の設定、周辺機器の接続設定を行い、測線計画の取り込み、

データ測深確認用の塗りつぶし範囲（測深データがあることを表示する格子の集合体のこ
とで、マトリックスと呼ぶ）を作成、取り込みをする。マトリックスを作成する際のセルサイズ
（塗りつぶすひとつの格子サイズ）は、海域水深の1/10～1/20が適当である。セルサイズを
大きくしすぎるとリアルタイムでの未測深域確認ができなくなり、小さすぎると収録用PCに必
要以上の負荷が掛かる。

GNSSや動揺計測装置などの周辺機器について機器ごとの各調整を行い、収録用PCに
データが正常に送られていることを確認する。

各周辺機器の接続設定や状況については、マルチビーム測深システム点検簿に記入す
る。

② 測深の方法
マルチビーム測深機による測深データや、GNSSによる海上測位データ、動揺計測装置に

よる動揺データは、互いに時間的な同期をとり、収録用ソフトウェアによりPCに保存する。
測深中計測者は、マルチビーム測深機が、良好な記録（海底地形を的確に捉えることが

できている記録）を得るために、使用する周波数、スワス角の設定、信号の波幅、出力、入
力と出力の差ふるい分けの設定(Gain Filter Gate)、データ返答率(Ping Rate)等を適宜調整
する。なお、スワス角の設定は、格子間隔内のデータ数に影響するので注意が必要である。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.4 水深測量

③ 測深に際しての留意点
測深作業中は、エラーの要因となる急旋回、急加速、急減速を控え、一定速度を維持す

るように航走する。
測深オペレータは、PCのリアルタイム画面を見て、S/N比の良いデータを取得するように

送受信信号およびTVG等の各種機能を調整する。
直下ビームを半径とする円弧上に点列がでないようにする（後述「トンネル効果現象」解説

参照）。
海底付近の魚群や海草による測深漏れを防ぐため、測量海域に関する情報（魚礁や生け

簀の近傍、底質状況等の関連）を事前に把握するように努め、測深中にPCディスプレイの
スワス断面を確認し、海底地形を的確に捉えているかを検証する。

岩礁等の最浅部捕捉状況を確認した上で、補再測を検討する。なお、浅所確認は極低速
で２回実施する。

測深は、海上ができる限り平穏なときに実施するものとし、波浪のある場所をさけるものと
する。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.4 水深測量

(3) データ記録

① データ記録の方法
マルチビーム測深機による測深データや、GNSSによる海上測位データ、動揺計測装置に

よる動揺データは、互いに時間的な同期を取り収録用ソフトウェアによりPCに保存する。
データの収録開始、終了は余裕を持って行うようにする。収録時には、測深状況（ノイズの
出方や欠落）、測位状況、予定測線からの変位量、動揺データの状況（ドリフト時などのエ
ラー状況）を常に監視し、異常が見受けられた場合には補再測を行う。

また、収録ファイル名、航走方向、周辺海域の状況や、魚群などのエラーデータ、特徴的
な事項などの記録を工事帳や測量野帳等の摘要欄に記載する。

② データ記録に際しての留意点
時間的同期が取れていないと、補正が的確に行われず正しいデータを作成することがで

きないため、時刻同期が行われていることを必ず確認する。
収録用ソフトウェアにより保存された測深データは、そのファイル数、測線毎の比較を行い

測深時間とデータ容量の関係が各測線同士の比較より妥当であるかを検証する。収録
データはバックアップを取っておくことが望ましい。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

2.4 水深測量

(4) 再測深

① 再測深の条件
マルチビーム測深は未測深域が無いことが基本であることから、未測深域が確認された

場合、３次元データ作成に十分なデータ密度（３点以上／1.0m平面格子（達成率99％以
上））が得られないと判断された場合は再測深を行う。

音響的、電気的ノイズが多い場合や、水中浮遊物、魚群などにより、海底面を的確に捉え
ることができていない場合、動揺計測装置による動揺の計測値に異常が見られた場合、海
上測位データに位置飛びなどの異常が確認された場合は、直線補間が可能であれば補間
するものとし、１秒以上連続して異常な場合で、直線補間ができない場合は再測深を行う。

また、収録データの確認時、容量が極端に少ない等の異常が見られた場合は、収録がさ
れていないデータがあることが予測されるので、速やかにデータ再生を行い不適切であった
場合、当該測線について再測深を行う。

測深中に再測深が必要と認められた場合、その理由と状況を測深簿に記入しておく。

② 再測深の方法
収録データの確認において、再測深が必要と判断された箇所について、収録ソフトウェア

上で再測深範囲を十分カバーできるよう測線計画を作成し再測深を行う。再測深後は速や
かにデータ再生を行い良好なデータが記録できていることを確認する。
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2.5 計測基準
マルチビームを用いた深浅測量を行うにあたっては、測地系、基準面、潮位の設定を行うも

のとする。

(1) 測地系
測量成果は、世界測地系により作成するものとする。

(2) 基準面
適用する基準面は、海上保安庁告知の最低水面とする。
なお、浚渫工で使用している基準面と同一基準面を適用するのが原則である。

(3) 潮位
使用する潮位データは、当該港湾における常設検潮所の有無により異なる。
なお、詳細については「水路測量業務準則施行細則」を参照すること。

① 常設検潮所がある場合
常設検潮所の観測データを潮位データとして使用することを基本とする。動作不良（故障

中）など常設検潮所のデータが使用できない場合は、臨時検潮所を設置する。

②常設検潮所が無い場合
簡易検潮器を使用した臨時検潮所を設置し、測量期間中の潮位の連続観測を行い補正

値として使用する。
【資 料】
(2)～(3)の基準面決定簿に関連する資料の様式は、（一社)海洋調査協会ホームページ
（http://www.jamsa.or.jp）よりダウンロードすること。

注）手戻りを防止するため、測量計画時に管区海上保安本部海洋情報部等と調整を行うこと。
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2.6 検測・精度管理
マルチビームを用いた深浅測量の測定結果を検定するために、音響ビームの重複部のデータ

による比較や、照査線（各測深線と交差する測深線）を計画し交差するデータとの比較検証を行い、
規定の精度を確認するものとする。

(1) 検測

① データの検証方法
収録データの検証は、「水路測量業務準則施行細則」で定められた測深精度の検証方法のと

おりとし、測定誤差の限度は、「平成14年海上保安庁告示第102号」で定められたとおりとする。
照査線の間隔は、測深線間隔の15倍を標準とする。ただし、海象条件や特殊な地形などの諸
条件により、基準を満たすことができなかった場合は、監督職員と対応を協議する。

【解 説】
「水路測量業務準則施行細則」における測深精度の検証の方法を示す。

第２章
港湾測量、航路測量および沿岸測量、第７節 水深測量
２－７－２ 測深の方法 ３．スワス音響測深機
(1) スワス音響測深機の精度は、第 1 項第 2 号の基本性能を満たすとともに次の精度を満たすものとする。
ハ ビームフォーミングによる測深精度は砂地の平坦な海底を利用して測量船を停船させ 200 ピング以上を取得し、そのビーム毎の水深の
平均から標準偏差を算出し、 標準偏差の２倍 誤差 の値が告示別表二の事項「水深」の項目「深さの測定の誤差の限度」以内であるこ
と。

２－７－３ 測深作業 ３．スワス音響測深機
(4) スワス音響測深機による測深作業は、 第 １号及び本 号 の 規定によるほか次による 。
イ 現地作業における測深精度を検証するため、起伏のある海域において、左右のビームが 100 ％重複するように 2 本の平行な測深線
（井桁のような測深線）を走行（以下「井桁走行」という 。 ）し、１日１回以上データを取得するものとする。ただし送受波機が船
底装備となっている場合は、測量作業毎に最低１回の実施でよい。
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2.6 検測・精度管理

(2) 精度管理

① バイアス値の算出
バイアス値は、パッチテストにより求める。パッチテストは複数の測深結果を統計的に処

理し、重複する箇所での地形再現性からバイアス値を求めるものである。パッチテストによ
り求められたバイアス値は、マルチビーム測深システム点検簿に記入すると共に解析ソフト
ウェアに入力し適用する。

② 測深値の補正用データ
マルチビーム測深機により測深したデータについては、海上測位データとの関係づけ、水

中音速度、潮位、動揺データ等で補正を行うため、必要な精度で必要な情報が取得されて
いなければならない。各測深点データを標準化するデータ解析には、解析ソフトウェアを使
用するが、測深データおよび測深時の補正データがソフトウェア上に適切に読み込まれて
いることを確認する必要がある。

③ 測深精度管理チェックシートの作成
各機器の設定が的確に行われていること、各種補正データが適切に反映されていること

を確認するために「測深精度管理チェックシート」を作成する。測深精度管理チェックシート
には、GNSS精度確認結果、マルチビーム測深システム点検簿（オフセット値、パッチテスト
結果等を含む）、各種補正記録簿（音速度測定記録、検潮記録）、測深精度管理表（照査線
による検測結果）を添付するものとする。
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2.6 検測・精度管理

(3) 主な測深エラーの原因と水深編集時の留意点
各種補正データが正しく作成、適用できていることも重要であるが、マルチビーム測深におけ

る特徴的な誤差要因である次のような現象が発生していないことを特に注意する必要がある。

【解 説】
マルチビーム測深における誤差要因となる特徴的な現象について以下に示す。

＜トンネル効果現象＞
平坦な海底地形での測深データで、送受波器直下の強反射エコーが両端部付近のエ

コーに入り込み、誤って浅い海底と認識してしまう現象。
対処方法としては、スワス幅を狭め、弱反射エコーとなる範囲を減少させる他、水中音速

度測定の回数を増やして正しい音速度構造を取得し、解析する等があげられる。

中央の反射強度が強く、中央付近
が深めに計測される現象。

両翼の受信波に反射強度の強い、中央付
近の信号が入り込み、浅めに計測される。

図- 2.4 トンネル効果現象エラーイメージ
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2.6 検測・精度管理

＜スマイルカーブ現象＞
平坦な海底において両端のビームが弱反射エコーとなり、計測しているスリットの重心が内
側にズレることで浅く計測される場合か、水中音速度測定結果が正しくない場合に発生する
現象。
対処方法としては、スワス幅を狭め、弱反射エコーとなる範囲を減少させる他、水中音速度
測定の回数を増やして正しい音速度構造を取得し、解析する等があげられる。

図- 2.5 スマイルカーブ現象エラーイメージ

平坦な海底が、破線のように
計測されてしまう現象

※トンネル効果現象によるエラーとスマイルカーブ現象によるエラーは、
ともに平坦な地形が円弧状に計測されてしまう現象。現場ではどちらの
原因か判定し難い。このような症状が出た場合は、再測することが望ま
しい。
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2.6 検測・精度管理

＜クロストーク現象＞
岸壁や防波堤などの港湾構造物の基部にあたるＬ字部分において、乱反射によるデータ

が発生し、Ｌ字部分が浅く計測される現象。対処方法としては、船速を下げて、送信出力を
抑えることで、ある程度抑制することができる。

図- 2.6 クロストーク現象エラーイメージ

垂直な岸壁が乱反射により、破線形
に計測されてしまう現象
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2.6 検測・精度管理

＜キャタピラ現象＞
ロール・ピッチ・ヨー・ヒーブの各動揺成分の補正が正しく行われないことによって、ビーム

がショット毎に上下左右へとぶれて、平坦な海底地形がキャタピラのような凹凸を繰り返し
た様な地形となる現象。この現象は、測深作業中には確認が困難なため、あらかじめ動揺
センサーの各種フィルター設定を正しく行うことが重要である。また、動揺センサーの性能を
過信せず、海象条件が悪化している場合は速やかに作業を中止することを推奨する。また、
データを解析し、キャタピラ現象が発生していないかを確認し、動揺成分の補正値の調整で
解決できるものかを判断する。解決できない場合は、再測する。

図- 2.7 キャタピラ現象エラーイメージ

平坦な海底が、右図のようにキャタピラ跡状の
凹凸地形として計測されてしまう現象
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2.7 データ解析

水中音速度計測結果、潮位観測結果を適用し補正を行った後、電気的ノイズや水中浮遊
物、魚群等のエラーデータを除去した上で、海底地形を適切に表現した点群データを作成す
るものとする。

(1) ノイズ除去処理
ノイズには音響的、電気的なものの他、浮遊物、魚群、泡など海中を浮遊する物体など

がある。ノイズの除去は、解析ソフトにより統計的にある程度削除することができるが、統
計的な処理では限界があるため、最終的にはプロファイル表示し手作業による除去作業を
行う必要がある。判断に迷う記録については画像等を残し他測線の記録などから総合的
に判断する。

(2) 水深編集時の留意点
各種補正データが正しく作成できている事が重要であると共に、マルチビーム測深にお

ける特徴的な誤差要因である現象が発生していないことを特に注意して確認する必要が
ある。また、ノイズ除去によりデータ数が減少しても、必要データ数が確保されている事が
必要である。
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2.8 データ管理

マルチビームを用いた深浅測量データは、測線毎に補正とノイズ処理を行った深浅測量結
果を対象海域全体で取りまとめ、水平位置と水深を記録した点群データとして保存する。正
データ（３次元点群データ）のほか、水中音速度や潮位などの各種補正データ、オフセット値、
パッチテスト結果などを取りまとめ保存するものとする。

(1) 正データを用いた中央値・最浅値の作成
測線毎に、補正とノイズ処理を行った深浅測量結果を対象海域全体で取りまとめ水平位

置と水深を記録した点群データとして保存する。点群データは、土量計算および出来形管
理に供するに十分な密度であること等を確認した後、1点／1.0m平面格子の点群データを
作成する。

取得点密度および点群データ作成の留意点について以下に示す。

① 測量海域の全域に1.0m平面格子をかけ、その総平面格子数の99%以上の平面格
子において３点以上の取得点密度が担保されていること（達成率99%以上）。
② 海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができな
かった場合は、監督職員と対応を協議する。
③ 1.0m平面格子内において中央値または最浅値を抽出し、1点／1.0m平面格子の点
群データを作成する。なお、中央値または最浅値の抽出が困難な３点未満の平面格子
については、周囲の抽出点データから空間解析等により補間できるものとする。
・土量計算に使用する場合 ：中央値
・出来形管理に使用する場合：最浅値
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2.8 データ管理

なお、浚渫箇所が点在していたり、サンドウェーブによる影響等により海底地形の変化が頻
繁に生じているような特殊な海域の場合には、特記仕様書により抽出方法を指示することがで
きる。

取得点３点未満

取得点３点以上

抽出点（最浅値または中央値）
取得点

1.0m

1.0m

達成率
＝（３点以上の格子数 ÷ 全格子数） ×100

図- 2.8 データ密度の考え方
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2.8 データ管理

(2) データの保存
正データ（３次元点群データ）のほか、水中音速度や潮位などの各種補正データ、オフ

セット値、パッチテスト結果などを取りまとめ、保存するものとする。

(3) データの変換
正データ（３次元点群データ)は、出来形管理 および数量算出で一般的に使用されるソフ

トウェアで読み込み可能な形式と想定される平面位置（X,Y）と、基準面からの深さ（Z）を記
録したスペース区切り、あるいはカンマ区切りのテキスト形式で保存するものとする。

この際の保存するデータは、世界測地系でWGS84に準拠する数値とし、データの並び順
は、X（経度）、Y（緯度）、Z（高さ）とし、ZはC.D.L=±0を基準として、水面下はマイナス、水
面上はプラス表記とする。

【解 説】
マルチビームで計測したデータX,Y,Zの取扱いについて、留意点を以下に示す。

＜平面位置 X,Y＞
日本国内の測量で使用される測量座標は、X軸を縦軸、Y軸を横軸としている。
CAD等で扱う縦軸がY軸、横軸がX軸の数学座標とは異なるため注意が必要である。

＜深さ Z＞
深浅測量で扱う水深値Zには、±（プラスマイナス）を示す符号は付記されない。
3次元設計モデルに使用する際は、Zに－（マイナス）符号を加える必要がある。
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3.1 目的
マルチビームにより取得された３次元点群データから、浚渫工における設計図書作成、施工

計画、施工管理、出来形管理において必要な３次元設計データを作成することを目的とする。

３次元設計データを使用し、以下の事項について検討を行う。
① 浚渫方法・浚渫船種の選定
② 浚渫工事設計
③ 高精度な数量計算

・浚渫土量 ・砕岩土量 ・排砂管設備：零号設備箇所、受枠延長、排砂管延長
・運搬土量 ・揚土量

3.2 適用範囲
浚渫工事の設計図書作成、施工計画、施工管理、出来形管理に必要な３次元設計データを

作成する際に適用する。

3.3 ３次元設計モデルの構造
３次元設計モデルの構成要素は、３次元海底地形モデル（不等辺三角網モデル：TINモデ

ル）、縦断面形状、横断面形状、および俯瞰図等で構成され、設計から施工、出来形管理の各
段階において作成する。

第3章 ３次元設計データの作成
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3.3 ３次元設計モデルの構造

(1) ３次元海底地形モデル(TINモデル)

＜設計段階＞

① 工事範囲およびその周辺海域においては、本マニュアル 第２章の規定に従ったマルチ
ビームによる深浅測量を実施し、1.0m平面格子内において中央値を抽出した1点/1.0m
平面格子の点群データから、現状の海底地形をモデル化した「現状の海底地形のTIN」
を構築する。構築された「現状の海底地形のTIN」から、現況の縦断面形状、横断面形
状、および俯瞰図等を構築する。

② 構築した縦断面形状、横断面形状、および俯瞰図等から仕上がり形状を抜粋し、必要な
情報を取得する。「浚渫工事の仕上がり形状の海底地形のTIN」は、これらの構成要素
を用いて面的な補間計算を行い、モデル（TIN）を構築する。なお、浚渫範囲の外側は、
「現状の海底地形のTIN」と接合し合成する。加えて、土質情報は土質算出区分表から
土質、N値の情報にもとづき３次元データ化する。生成された「現状の海底地形のTIN」
から、仕上がりの縦断面形状、横断面形状、および俯瞰図等を構築する。

＊上記の2種類の３次元設計モデルから、TIN分割等を用いて求積する方法、
プリズモイダル法で数量計算を実施し、発注数量が算出される。
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3.3 ３次元設計モデルの構造

＜施工段階＞

③ 施工前に工事範囲およびその周辺海域においては、本マニュアル 第２章の規定に
従ったマルチビームによる深浅測量（起工測量）を実施し、「施工前の海底地形のTIN」
を構築する。構築された「施工前の海底地形のTIN」から、施工前の縦断面形状、横断
面形状および俯瞰図等を構築する。

＜施工段階（出来形管理）＞

④ 浚渫工事完了後に工事範囲およびその周辺海域においては出来形管理として、本マ
ニュアル 第２章の規定に従ったマルチビーム測深による深浅測量（竣工測量）を実施し、
「竣工時の海底地形のTIN」を構築する。構築された「竣工時の海底地形のTIN」から、
浚渫後の縦断面形状、横断面形状および俯瞰図等を構築する。

＊上記の「施工前の海底地形のTIN」および、発注者から貸与された「浚渫工
事の仕上がり形状の海底地形のTIN」から、TIN分割等を用いて求積する方
法、プリズモイダル法で数量計算を実施して、設計図書の数量と比較検証
を行い、更に、工事計画等を立案する。

＊上記「竣工時の海底地形のTIN」と、発注者から貸与された「浚渫工事の
仕上がり形状の海底地形のTIN」から出来形評価を行い、出来形管理図表を
作成し、出来形管理資料とする。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

3.3 ３次元設計モデルの構造

(2) 縦断面形状

・ 航路浚渫で、あらかじめ発注図等に航路法線が示されている場合は、航路法線を縦断面
として設定する。それ以外の場合には、浚渫工事範囲の中心に工事法線を設定し、これを
縦断面とするなど別途設定する。
・ 「浚渫工事の仕上がり形状の海底地形のTIN」と「現状の海底地形のTIN」から、仕上がり
形状および、現況の縦断面形状を構築する（設計段階）。
・ 「施工前の海底地形のTIN」から、施工前の縦断面形状を構築する。
・ 「竣工時の海底地形のTIN」から、竣工時における縦断面形状を構築する（出来形管理）。

(3) 横断面形状

・ 中心線に直交した横断線を設定する。なお、横断線の設定間隔は発注時の深浅測量図
のメッシュ間隔を基本とする。
・ 「浚渫工事の仕上がり形状の海底地形のTIN」と「現状の海底地形のTIN」から、仕上がり
および現況の横断面形状を構築する。（設計段階）
・ 「施工前の海底地形のTIN」から、施工前の横断面形状を構築する。
・ 「竣工時の海底地形のTIN」から、竣工時の横断面形状を構築する。（出来形管理）
・ 横断形状データは、構造物、法面、地形変化点、法面余掘、底面余掘および各浚渫範囲
を含む。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

3.3 ３次元設計モデルの構造

(4) 俯瞰図

設計データの３次元表示は、以下の要素を含む俯瞰図を各段階のTINモデルから作成する。

・ 設計時の海底地盤地形
・ 仕上がり形状の海底地盤地形
・ 施工前の海底地盤地形
・ 竣工時海底地盤地形
・ 土質、N値のボーリング調査情報

図- 3.1 ３次元設計データ作成のフローチャート

工事発注
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

3.4 ３次元設計データの作成範囲

TINモデル、縦断面形状、横断面形状および俯瞰図等の作成範囲は、浚渫工による海底地
形の形状を考慮して作成範囲を設定する。

3.5 ３次元設計データを作成する際の留意点

地形の再現性に配慮した空間分解能を有する地形モデルを作成し、各設計データの基準値
に合致した有効桁数を設定する。

(1) 断面形状
モデルは断面地形の再現性を配慮した空間分解能を有することが重要である。特に、法

尻・法肩やケーソンフーチング等を有する場合は、これらの形状が確実に表現できるように、
高密度の不定形TINモデルを構築しなければならない(1.0m空間分解能)。

(2) 横断形状に反映する項目
・ 現況地盤、設計断面
・ 法面余掘、底面余掘、計画水深
・ 構造物

(3) 設計データの単位系および桁数
・平面座標（m） ： 小数３位止めを原則 四捨五入
・水深（m） ： 小数２位止めを原則 水深が浅くなる方に切り捨て切り下げ
・距離（m） ： 小数２位止めを原則 四捨五入
・体積（㎥） ： 小数１位止めを原則 四捨五入
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

3.6 ３次元設計データの照査方法

３次元設計データの照査方法の概要は、以下の２点とする。
① ３次元設計データを３次元ビューアで表示し、その外観を目視で点検する。
② ２次元の設計図書（平面図、縦断図、横断図等）と照合して点検する。

なお、照査は、上記(1)および(2)の点検を実施することを基本とするが、２次元の図面と３次
元データの両方を、同一の３次元CAD設計ソフトウェアを使用して作成した場合は、両者の整
合性が取れていると評価されるので、(2)の点検を省略しても良いものとする。

一方、３次元CAD設計ソフトウェアで作成した２次元図面を、汎用CAD等で変更するなど、複
数のソフトを用いた場合は、必ずしも３次元モデルと２次元図面が一致する保証がないことから、
両方の点検が必要である。

(1) ３次元設計データを３次元ビューアで表示した外観の目視点検
３次元設計データは３次元ビューアで表示し、PCのディスプレイ上で目視や座標等の数値

を確認する。
・ 縦断面形状と横断面形状の両者の関係に着目し、法肩・法尻等の形状を点検する。
・ 地形や構造物形状との位置関係を確認し、それらに影響するような深掘等を確認する。
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マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）

3.6 ３次元設計データの照査方法

(2) ２次元の平面図、縦断図、横断図と照合した点検
３次元設計データの縦断面形状や横断面形状と、２次元の設計図書（平面図、縦断図、横

断図等）の数値と照合して確認する。確認方法は、表- 3.1に示すように３次元設計データと
設計図書の数値等を対比して確認する。３次元設計データを操作しながら、設計図書の管理
項目の箇所と寸法にチェックを記入する方法や、３次元設計データから２次元図面を作成し、
設計図書と重ねあわせて確認する方法等を用いて実施する。詳細のチェック項目について
は、「様式 ３次元設計データチェックシート（案）」に従って行うものとする。

対 象 方 法

平面線形
線形の起終点、変化点（線形主要点）の平面座標と数値について平面図および

線形計算書と対比。

縦断面形状 中心線形の起終点および、変化点の水深について縦断図と対比。

横断面形状

浚渫区域の完成形状と法面形状、変化点等の地形や構造物形状について、設計

図書に含まれる全ての横断図と対比。確認方法は、ソフトウェア画面と対比し、設

計図書の管理項目（例えば、航路幅、計画水深）と同じであることを確認する。

表- 3.1 ２次元の設計図書や数量算出断面等を用いたチェック方法

※「LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン(案) Ver.1.3」
（略称：J-LandXML）に準じて作成
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第１章 総則

1.1  目的

1.2  適用範囲

1.3  用語の解説

第２章 浚渫工 数量算出要領

2.1 数量算出項目

2.2 数量区分

2.3 数量算出方法

2.4 電子成果品の作成規定

■ ３次元ＣＡＤソフト等を用いた数量算出方法

① ＴＩＮ分割等を用いて求積する方法

② プリズモイダル法

３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
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本要領は、マルチビームによる深浅測量等により取得された３次元データを
用いた浚渫土量の算出方法をとりまとめることにより、浚渫工事における浚渫
土量（扱い土量、純土量、余掘土量）算出の簡素化を目的とする。

■ 目的

■ 数量算出項目
（純土量、法面・底面余堀の考え方）

取得点密度を満たす１.0m平
面格子内での点群データにお
ける中央値を使用。

法面余堀については、法面余
堀線と現況線と交わる領域内
すべてを対象として計算。

底面余堀については、掘削線
と現況線と交わる領域を計算
（掘削線より深い場合には底
面余堀としない）。

■ 土量計算箇所表示図

設計時中心線形・横断線形モデル

現況海底地形ＴＩＮモデル

上記モデルから「ＴＩＮ分割等を用いて求積する方法」により土量計算

土量計算箇所表示図（ＰＤＦ又は、ビュワー付き３次元データ）を作成

概要



３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）

■ TIN（不等辺三角網）モデルと現行土質区分事例

（ ＴＩＮ；Triangular Irregular Network）

TINモデル、中心線形モデル、横断線形モデル、俯瞰図等の作成範囲は、浚渫工による海底地形の
形状に影響を考慮する。

港湾工事数量算出の３次元設計データの作成範囲

【取得点密度の検証】

①測量海域の全域に 1.0m 平面格子をかけ、その総平面格子数の 99％以上の平面格子において３点以上の取得
点密度が担保されていること（達成率 99％以上）。

②海象条件や特殊な地形などの諸条件により、取得点密度を満たすことができなかった場合は、監督職員と対応を
協議する。

③1.0m 平面格子内において中央値または最浅値を抽出し、1 点／1.0m 平面格子の点群データを作成する。なお、
中央値また は最浅値の抽出が困難な３点未満の平面格子については、周囲の抽出点データから空間解析等に
より補間できるものとする。
• 土量計算に使用する場合 ：中央値
• 出来形管理に使用する場合：最浅値

「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(浚渫工編)（令和2 年4 月改定版）」

N=5～10

N=0～5

N=10～20

N=0～10

N=10～30

砂質土

粘性土

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ№１ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ№２
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３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

第１章 総則

1.1 目的

1.2 適用範囲

1.3 用語の解説

1.4 施工計画

第２章 マルチビームによる計測方法

2.1 出来形管理用精度管理

2.2 ３次元設計データ作成

2.3 出来形管理資料作成

第３章 起工測量

3.1 起工測量の実施

3.2 起工測量計測データの作成

3.3 精度確認

第４章 出来形管理

4.1 ３次元設計データの作成

4.2 ３次元設計データの確認

4.3 出来形測量

4.4 出来形測量箇所

第５章 出来形管理資料の作成

5.1 出来形管理資料の作成

5.2 数量算出

5.3 電子成果品の作成規定

第６章 管理基準等

6.1 出来形管理基準

受注者のマルチビームによる
出来形管理作業フロー

受注者の実施項目

① 施工計画書の作成

② 機器等の手配
• マルチビーム等、機器
• ３次元データ処理ソフトウェア
• ３次元設計データソフトウェア
• 出来形帳票作成ソフトウェア
• 数量算出ソフトウェア

③ ３次元設計データ処理ソフトによる３次元設計データの作成

④ ３次元設計データチェックシートの作成
• ３次元設計データが設計図書にもとづき正しく作成され

ていることを示したチェックシートを作成

⑤ マルチビームによる出来形測量

⑥ 精度確認および測深精度管理チェックシートの作成
• 測深成果の精度確認が正しく実施されていることを示し

たチェックシートを作成

⑦ 測深データ処理ソフトによるデータ処理
• 1.0m平面格子内の最浅値を抽出

⑧ 出来形管理資料の作成
• 出来形管理図表の作成

⑨ 電子成果品の納品

施工計画書

準備工

３次元設計データ入力

出来形測量

（施 工）

出来形帳票作成等

出来形管理図表のイメージ
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①施工前測量
②設計照査

起工測量による修正

概要



３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

施工計画

施工計画書の記載事項

(1)適用区域：３次元計測範囲、出来形管理を行う範囲を記載。

(2)出来形測量箇所、出来形管理基準 および 規格値・出来形管理写真基準
出来形計測範囲は、浚渫実施範囲および浚渫工を実施するにあたって海底の形状に影

響を与えた範囲 （施工範囲および その周囲の外法肩から約 30 m の範囲）とする。

(3) 使用機器・ソフトウェア
マルチビームの機器構成 および 利用するソフトウェアを記載。
マルチビームに必要な計測性能および測深精度（出来形管理用精度管理）
・計測性能（取得点密度）： 1.0m 平面格子内に ３ 点以上
・測深精度： 「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」で定める精度

出来形管理に供する
データは、測量海域の
全域に1.0m平面格子を
かけ、その総平面格子
数の99%以上の平面格
子において３点以上の
取得点密度が担保され
ていることを確認する。
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３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

測深精度（平成14年海上保安庁告示第102号）
水域の区分 特級 1a級 1b級 2級

水域
海上保安庁官の指
定する水域

しゅんせつ、障害物の撤去その他水底に
変化を及ぼす行為を行なった水域及びそ
の付近

水深が100m以浅の水域
水深が100mを超
える水域

測
定
又
は
調
査
の
方
法
（
水
深
）

測深機

単素子音響測深機 単素子音響測深機 単素子音響測深機

多素子音響測深機 多素子音響測深機 多素子音響測深機 多素子音響測深機

スワス音響測深機 スワス音響測深機 スワス音響測深機 スワス音響測深機

測船等 レーザー測深機

測船等

測定の手法

－

未測深帯における浅所の存在を推定するため測定結果から水底の傾きを解析し、こ
の解析結果により隣接する測深帯より浅い水深が未測深帯に存在する可能性があ
る場合は、適切に測深線を設定し、その最浅部の水深を測定する。

－

－

水深を測定する水域に、40m以浅の独立した浅所及び水底の障害物が存在し又は
その存在が推定 される場合は、適切に測深線を設定し、その最浅部の水深を測定
する。

－

照査線
・交点における測定値の差を評価する。

・測深線間隔の15倍を標準とする。

水平位置の測定の誤差の
限度

2m
単素子音響測深機0.5m+水深の5% 20m+水深の10％
その他の機器5m+水深の5%

未測深幅の上限（底質が
岩その他の岩盤室である
水域は1/2の値）

0m

単素子音響測深機2m 航路、泊地及びその付近

水深の4倍

多素子音響測深機（2素子）3m 単素子音響測深機8m
その他の機器6m 多素子音響測深機（2素子）12m

その他の機器25m
その他の水域

50m又は水深の3倍のうち大きい値

深さの測定の誤差の限度

√(a2+(b×d)2)
d=水深

a=0.25m a=0.5m
同左

a=1m

b=0.0075 b=0.013 b=0.023

水深10m 0.26m 0.52m 0.52m 1.03m
水深15m 0.27m 0.54m 0.54m 1.06m
水深20m 0.29m 0.56m 0.56m 1.10m

※ 特級の海上保安庁長官が指定する水域 → 「関門水域」、「東京湾中央水域」、備讃瀬戸水域」 57



３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

適用範囲

(1) 測定方法

本要領では、マルチビーム以外による測
定方法については対象外とする。

(2) 対象となる作業の範囲

本要領で示す作業の範囲は、右図の実
線部分である。

(3) 水路測量との関係

竣工測量の場合は、出来形測量が水路
測量を兼ねることを想定しているので、「水
路業務法第６条申請」、「水路測量業務準
則」、「水路測量業務準則施行細則」、「平
成14年海上保安庁告示第102号」に従う必
要がある。
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施工計画

- 59 -

(4)測線計画：マルチビームによる深浅測量の測線計画を記載。

なお、スワス角は90°~ 120°に設定するものとし、測深時のレンジ設定およ

び発振間隔を決定した上で、計測にはエラーデータも含まれることも考慮し、必
要密度（３点／ 1.0m平面格子 以上 ）を満たせるよう重複幅 、船速の上限を決
定する。

(5)精度管理

マルチビームによる深浅測量の精度管理方法を記載。

スワス角 59
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起工測量
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(1) 起工測量の実施

受注者は、設計図書（発注者がマルチビームにより実施した深浅測量結果）の設計照査
のために起工測量を実施する。深浅測量は、マルチビームによるものとし、取得点密度は、
1.0m平面格子に３点以上とする。

出来形計測範囲は、浚渫実施範囲および浚渫工を実施するにあたって海底の形状に影
響を与えた範囲（施工範囲およびその周囲の外法肩から約30mの範囲）とする。

(2)起工測量計測データの作成

受注者は、マルチビームで計測した浚渫前の現況水深の計測点群データから不要な点を
削除し、TINで表現される起工測量計測データを作成する。

(3)精度確認

起工測量時において、精度確認が必要な場合は、「マルチビームを用いた深浅測量マ
ニュアル（浚渫工編)（令和3年4月版）」を使用して実施する。
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３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

３次元設計データの作成

- 61 -

受注者は、工事の発注図書に３次元設計データの作成が示されている場合や、監督職員から設計
図書の３次元化の指示があった場合には、発注者から貸与された設計図書（平面図、縦断図、横断
図等）や数量計算書等を基に３次元設計データを作成する。

留意事項
(1)準備資料：３次元設計データの作成に必要な準備資料（設計図書の平面図、縦断図、横断図等と数量計算書等）の準備資料の記
載内容に不足等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。

(2)３次元設計データの作成範囲：３次元設計データの作成範囲は、浚渫工事範囲の底面および法面（余掘を含む）の範囲、または、
工事範囲外側で必要と考えられる範囲まで設定する。

(3)３次元設計データの要素データ作成：３次元設計データの作成は、設計図書（平面図、縦断図、横断図）から作成する。出来形横断
面形状の作成は、マルチビームを実施する範囲で全ての管理断面および断面変化点について作成する。
３次元設計データの作成にあたっては、設計図書を基に作成したデータが出来形の良否判定の基準となることから、当該工事の設計
形状を示すデータについて、監督職員の承諾なしに変更・修正を加えてはならない。

(4)３次元設計データ（TIN）の作成：TINは不等辺三角網の集合体であるため、曲線部では管理断面の間を細かい断面に分割して３次
元設計データ化する必要がある。このため、線形の曲線区間においては必要に応じて横断形状を作成した後にTINを設定する（例え
ば、間隔5m毎の横断形状を作成した後にTINを設定する。

(5)水深情報：マルチビーム測深等による起工測量結果を３次元設計データ作成ソフトウェアに読み込み、作成した３次元設計データと
重畳し比較した上で、発注図に含まれる現況水深と異なる場合については、監督職員との協議を行い、その結果を３次元設計データ
の作成に反映させる。

(6)数量算出：作成した３次元設計データは、設計図書として位置付けられるものであるため、数量を再計算しておく必要がある。３次
元設計データにもとづく数量計算結果に当初数量と比べた増減が発生した際は、設計変更の対象となる場合がある。

(7)設計変更：設計変更で設計形状に変更があった場合は、その都度、３次元設計データを編集し変更を行う。このとき、最新の３次元
設計データの変更理由、変更内容、変更後の３次元設計データファイル名は確実に管理しておくこと。
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３次元設計データの確認
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受注者は、３次元設計データの作成した場合には、作成後に、３次元設計データの以下の（1)～(4）
の情報について、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）や数量計算書等と照合するとともに、監督
職員に３次元設計データチェックシートを提出する。また、設計図書を基に作成した３次元設計データ
が出来形の良否判定の基準となることから、監督職員との協議を行い、作成した３次元設計データを
設計図書として位置付ける。
(1)平面線形、(2)縦断線形、(3)出来形横断面形状、(4)３次元設計データ

留意事項
３次元設計データの間違いは出来形管理に致命的な影響を与えるので、受注者は３次元設計データが設計図書と照合しているかの

確認を必ず行うこと。３次元設計データの照合とは、３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているものであることを確認す
ることである。また、受注者は、前述の資料の他、３次元設計データと設計図書との照合のための資料を整備・保管するとともに、監督
職員から３次元設計データのチェックシートを確認するための資料請求があった場合は、確認できる資料を提示するものとする。

(1)平面線形

平面線形は、構造物の起終点、各測点および変化点（断面変化点）の平面座標と曲線要素について、平面図および数量計算書等と対
比し、確認する。
(2)縦断線形
縦断線形は、線形の起終点、各測点および変化点の標高と曲線要素について、縦断図と対比し、確認する。
(3)出来形横断面形状

出来形横断面形状は、基準高、法長を対比し確認する。設計図書に含まれる全ての横断図について対比を行うこと。確認方法は、ソフ
トウェア画面上で対比し、設計図書の寸法記載箇所にチェックを記入する方法や、３次元設計データから横断図を作成し、設計図書と
重ね合わせて確認する方法等を用いて実施する。なお、横断線設定間隔は発注時の深浅測量図のメッシュ間隔を基本とする。

(4)３次元設計データ
マルチビームを用いた出来形管理の該当区間の３次元設計データの入力要素（縦断形状、横断形状データ）と３次元設計データ（TIN）
を重ね合わせ、同一性が確認可能な３次元表示した図を提出する。
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出来形測量
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受注者は、マルチビームを用いて、出来形測量を行う。

(1)測線計画の立案
所定の重複率に留意の上、未測域が発生しないように測線計画を立案する。
スワス角は90°～120°に設定する。

(2)マルチビーム測量の実施
マルチビーム測量の実施にあたっては、「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル浚渫工編))」

にそって安全に留意して行う。

(3)計測点群データの作成
マルチビーム測量にて計測した水深データから、ソフトウェアを使用し、算出した水深の３次元座

標の計測点群データから1.0m平面格子内データの最浅値を抽出し、３次元の出来形評価用点群
データを作成する。

(4)精度確認
機器の設定が的確に行われていること、各種補正データが適切に反映されていることを確認する

ための精度管理を行う。

63



３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）

出来形管理資料作成

出来形の良否判定は、３次元設計面と出来形評価用点群データの各平面格子
および測点との差分水深差等）により行う。

参考）Ａ－Ａ’断面

○○m

－○.○m

設計値

測深値

※断面図は合否判定表には記載しない。

+100

+20

+50

-20

±0

水深差（cm）

№ 1

№ 17

Ａ Ａ'
№ 10

№ 7

■ 中心線形モデル

■ 横断線形モデル

■ 中心線形モデルと横断線形モデル事例

＜出来形分布図の作成＞
①３次元設計データから管理を行うべき範囲（底面、法面）を抽出する。
②３次元設計データと出来形評価用点群データの差分（水深差）の計算結果を出来形評価用

点群データの平面格子および測点毎に分布図として表示する。
③分布図に記載すべき情報としては、出来形管理図表の様式を参考として、以下のとおりとする。
・評価範囲全体が含まれる平面図。
・設計水深より浅い位置が区別できるように別の色で明示する。
・設計水深と出来形評価データとの差分に対する割合を示すヒートマップとして、出来形評価用点群

データの平面格子および、測点毎に結果を示す色をプロットするとともに色の凡例を明示する。
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出来形管理基準
本要領にもとづく出来形管理基準は、下表のとおりとし、測定値はすべて 許容

範囲を満足しなくてはならない 。
竣工測量は、水路測量を兼ねることを想定しているので、「 水路業務法第６条

申請 」および 「 水路測量業務準則施行細則 」に従う必要がある。
海底突起物等は、位置や高さ等の属性を明らかにする 。
参考資料：海上保安庁「 海洋調査資料整理作業 共通仕様書 」 別紙 8 , 9-1, 

9-2 水深データの海底突起物等属性表 。
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出来形管理図表
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①監督職員の実施項目
・施工計画書の受理・記載事項の確認
・基準点および基準面の指示、使用する検潮記録
・基線となる法線の指示
・水路測量許可の申請など
②検査職員の実施項目
③出来形管理基準および規格値
④出来形管理写真基準

・NMB等を用いた出来形管理に係わる監督・検

査業務の必要事項を定め、監督・検査業務の

適切な実施や更なる効率化に資すること。

・受注者に対しても、施工管理の各段階で、より

作業の確実性や自動化・省力化が図られるよ

うに、具体的な実施方法等を示す。

目 的 主な記述内容

本要領の適用の範囲

･起工測量

･マルチビーム等機器、３次元

データ処理ソフト等の準備

･３次元設計データの作成

･測線計画

施
工
計
画

準備工

施

工

出
来
形
測
量

出
来
形
計
測

完
成
検
査
準
備

完
成
検
査

引
き
渡
し

工
事
受
注

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

概要
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３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

受注者のマルチビームによる
出来形管理作業フロー

監督職員の実施項目 検査職員の実施項目

① 施工計画書の受理・記載事項の確認
• 出来形計測箇所、出来形管理基準・規格値・出

来形管理写真基準等
• 使用機器・ソフトウェアについて施工計画書の記

載および添付資料等により確認
• 測線計画（測深方法、計測性能等）

② 基準点等の指示
• 基準点・基準面の指示、使用する検潮記録

③ 設計図書の３次元化の指示

• ３次元設計データにもとづいた設計照査や出来
形管理、数量算出結果を受け取るために、設計
図書を３次元化することを受注者に指示

④ ３次元設計データチェックシートの確認

• ３次元設計データが設計図書を基に正しく作成さ
れていることを、３次元設計データチェックシート
により確認

⑤ 測深精度管理チェックシートの確認

⑥ 出来形管理状況の確認

• 出来形管理図表の把握

① 出来形測量に係わる書面確認

② ３次元設計データチェックシートの確認

• ３次元設計データが設計図書を基に正しく作成さ
れていることをチェックシートにより確認

③ 測深精度管理チェックシートの確認

④ 出来形の検査・成績評定

• 出来形管理図表による検査

• ３次元データの利用方法についての評価

施工計画書

準備工

３次元設計データ入力

出来形測量

（施 工）

出来形帳票作成等

①起工測量
②設計照査

起工測量による修正

（通常工事の監督業務）

第１章 総則

1.1 目的

1.2 ３次元設計データを活用した

監督・検査の概要

1.3 適用範囲

1.4 用語の解説

第２章 監督および検査の実施要領

2.1 監督職員の実施要領

2.2 検査職員の実施要領

2.3 管理基準等
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＜本施工前および工事施工中＞

① 施工計画書の受理・記載事項の確認

受注者から提出された施工計画書の記載内容および添付資料
をもとに、各種事項について確認する。

i) 出来形測量箇所、出来形管理基準・出来形管理写真基準等の確認

工種
管理

項目
計測方法

採用する

点群データ

測深

単位

結果の

整理方法

許容

範囲
備考

浚渫工

水深
(底面)

水深
(法面)

マルチビームによる
深浅測量

（マルチビーム計測
データ法肩又は法尻
直角方向の測線座標
を入れ、勾配を確認
する。）

1.0m 平 面 格 子
内に1点、最浅値
を採用

10cm 出来形管理
資料として
整理

+0cm

－ 規定しない。
又は特記仕様
書による

+：設計値より浅いこと

-:設計値より深いこ
と

出来形管理基準

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

監督職員の実施項目
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ii) 使用機器・ソフトウェアの確認(1)

マルチビーム：浚渫結果を適切に表現できる性能を確認

出来形測量等における精度は、原則として「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」
で定められているとおり、測深性能（取得点密度）は、1.0m 平面格子に３点以上を
標準とする。海象条件や特殊な地形などの諸条件より、同精度・性能を満たすことが
できなかった場合は、受注者と対応を協議する

マルチビームを用いた
スワス音響測深の概念図

◆使用する機器の機能・性能などを確認できる資料の添付を求める

区 分 仕 様

発振周波数 400 kHz 以上

測深ビーム幅
（直交方向×進行方向）

1.0°× 1.0°以下

レンジ分解能※ 1.25 cm 以下

ピングレート 40 Hz 以上

測深ビーム方式 クロスファンビーム

マルチビーム基本性能表

※深度方向に対して、これより小さい凹凸については正しく計測できない

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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ii) 使用機器・ソフトウェアの確認(2)
ソフトウェア：本要領に対応する機能を有することを示すメーカのカタログある
いはソフトウェア仕様書より確認

メーカーカタログ
あるいは

ソフトウェア仕様書

・３次元データ処理ソフトウェア
・３次元設計データ作成ソフトウェア
・出来形帳票作成ソフトウェア

・数量算出ソフトウェア

使用するソフトウェア

3次元データ処理
(不規則三角形網モデル：TINモデルの例)

１．GNSS精度確認結果

基準点「○○」において、使用するGNSSを設置し観測を実施した。

データの取得は１秒毎に、600個（10分間）のデータを取得した。

下表により、GNSSによる観測は本測量の精度を満たしている。

○○ 世界測地系X(m) 世界測地系Y(m)

既知点座標 -75,632.045 -42,760.123

平均値座標 -75,632.171 -42,760.067

(観測平均)－(既知) -0.126 +0.056

○○○○年×月×日実施

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

-0
.2

-0
.1 0.
0

0.
1

0.
2

X方
向

の
差
異
(ｍ

)

Y方向の差異（ｍ）

観測点分布図 観測差データ 観測差平均 観測点

出来形帳票

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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iii) 測線計画

深浅測量（マルチビーム）の測深が安全で必要な計測性能（取得点密度）と測深
精度が確保できる測線計画かを把握

測深方法
計測水深、測線方向、
フットプリント、
測線の重複率の計画

計測性能

計測性能（取得点密度）：1m平面格子に
３点以上
測深精度：「平成 14 年海上保安庁告示
第 102 号」で定める精度

測線計画に関する記載事項

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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② 基準点および基準面の指示、使用する検潮記録

工事に使用する基準点および基準面を受注者に指示する。

浚渫工で使用している基準面と同一基準面を適用するのが原則であり、測量成果
を水路測量成果とする場合には、基準面の差異が無いか当該管区の海上保安庁
海洋情報部への確認が必要である。

<験潮及び最低水面>
験潮は、○○港験潮所（第○管区海上保安本部所管）の資料を使用する。
最低水面は、平成14年海上保安庁告示第103号「平均水面、最高水面及び最
低水面一覧表」記載の「験潮所北東方約○○mにあるHBM(金属標)頂
○.○○m」を使用し、Z0は、平成14年海上保安庁告示第103号記載の
Z0=○.○○m（○○）を使用する。

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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③ 基線となる法線の指示
平面格子設定の基線となる法線について受
注者に指示する。

法 線

④ 水路測量許可の申請

水路業務法第６条の規定にもとづく水路
測量許可申請書を当該管区の海上保安
本部長へ申請する

水路測量許可申請書

出来形測量箇所

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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⑤ 設計図書の３次元化の指示
設計図書が２次元図面の場合、３次元設計データ（３次元の面的なデータ）にもと
づいた設計照査や出来形管理、数量算出結果を受け取るために、設計図書を３
次元化することを受注者に指示する。

発注図面を元に３次元設計ﾃﾞｰﾀを作成 TINﾃﾞｰﾀ化

平面線形
（平面図）

縦断線形
（縦断図）

横断形状
（横断図）

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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⑥ ３次元設計データチェックシートの確認
受注者が確認し提出した「３次元設計データチェックシート」により確認

項 目
対
象 内 容 点検結果

1） 平面線形
全
延
長

①起点・終点の座標は正しいか

②法面余掘、底面余掘等の変化点の座標は正しいか

③その他、構造物等の座標は正しいか

2) 縦断線形状
全
延
長

①縦断線形起点・終点の水深は正しいか

②縦断変化点の水深は正しいか

③その他、構造物等の水深は正しいか

3) 横断線形状
全
延
長

①横断線形起点・終点の位置は正しいか

②作成した横断面形状は正確に反映されているか

③法面余掘、底面余掘等の幅、水深は正しいか

4) ３次元設計データ ①入力した1)～3)の幾何形状と出力する３次元設計データは同一となっているか

平成 年 月 日
業務名：
受注機関：
作成者：

３次元設計データチェックシート（案）

※1各チェック項目について、チェック結果欄に”○”と記すこと。
※2様式-1を確認した際に用いたチェック入りの下記資料も合わせて提出すること。
・数量算出断面資料（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
※上記以外に分かりやすい資料がある場合は、これに替えることができる。

３次元

全て○である
ことを確認

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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受注者が実施（深浅測量(マルチビーム)を実施した段階で行う）した「測深
精度管理チェックシート」を受理した段階で、出来形管理に必要な計測精
度を満たす結果であることを確認する。

⑦ 測深精度管理チェックシートの確認

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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受注者の実施した出来形管理結果（出来形管理資料）を用いて
出来形管理状況を確認する。

⑧ 出来形管理状況の確認

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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＜工事検査時＞

① マルチビームを用いた出来形管理に係わる
施工計画書の記載内容

「施工計画書の受理・記載事項の確認結果」を指示書、承諾書、協
議書、提出書、報告書等（以下、「打合せ簿」という）で確認する。

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

(1)出来形計測に係わる書面確認

② 設計図書の３次元化に係わる確認

設計図書の３次元化の実施について、打合せ簿で確認する。

③ マルチビームを用いた出来形管理に係わる
工事基準点等の測量結果等

出来形管理に利用する工事の基準点および基準面について、受
注者から測量結果が提出されていることを、打合せ簿で確認する。

検査職員の実施項目
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④ ３次元設計データチェックシートの確認

受注者が確認した「３次元設計データチェックシート」の提出が
記載された打合せ簿で確認する。

⑤ マルチビームを用いた出来形管理に係わる
測深精度管理チェックシートの確認

受注者が確認した「測深精度管理チェックシート」の提出がされ
ていることを打合せ簿で確認する。

⑥ マルチビームを用いた出来形管理に係わる
「出来形管理図表」の確認

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた管理
項目、採用する点群データならびに許容範囲を満足しているか
否かを確認する。

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

・計測性能(取得点密度) ３点以上/1.0m 平面格子（達成率 99％以上）、測深精度は、
「平成 14 年海上保安庁告示第 102 号」で定める精度とする。
なお、詳細については「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(浚渫工編)（令和 3
年 4 月改定版）」または協議内容等を確認する。

・測定値と、1.0m平面格子内の取得点のうちの最浅値とする。
・測深単位は、10cm とする。
・許容範囲は、設計水深値の+ 0cm であり、“－”(マイナス)は規定しない、又は特記仕
様書による。

取得点３点以上

取得点３点未満

抽出点（最浅値）

取得点

達成率
＝３点以上の格子数 ÷ 全格子数 ×100

1.0m

1.0m

取得点密度と達成率、最浅値の概念図

出来形管理領による計測値が備えるべき情報
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⑦ 出来形管理写真の確認

「出来形管理写真基準」にもとづいて撮影されていることを確認する。

⑧ 電子成果品の確認

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類が、「工事完成図書の電子
納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納されていることを確認する。

※1 ビュワー付き３次元データは、必要に応じて作成・提出する。
※2 起工測量の計測点群データについては、データが大きく電子媒体に収納が困難な場合

は、監督職員と対応を協議する。

電子納品運用ガイドライン【業務編】電子納品運用ガイドライン【工事編】

３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
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３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）

任意に指定する箇所の出来形検査を３次元設計データ作成ソフト
ウェア等で確認することを原則とし、具体的な確認方法について
は、事前に監督職員と協議する。

(2)出来形計測に係わる検査

３次元データの解析結果（ヒートマップ等）から、「工事成績採点表の
考査項目の考査項目別運用表」について、選択・評価する

【３次元データを活用した電子検査】
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【ICT基礎工】 要領類の整備状況 （令和４年４月時点）

84

ICT基礎工は、捨石投入・均しを対象として、平成30年度よりモデル工事を実施し、その
実績データにもとづき、ICTの活用に向けた各種要領案（測量、数量算出、出来形管理、
監督・検査）を検討してきたが、「均し面の出来形管理、監督・検査」については、以下の
理由にて策定を中断し、昨年度（令和元年度）は「マルチビームによる起工時の投入数
量確認を目的」とした要領を策定し、令和２年４月より試行工事を実施。

◆ ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（基礎工編）（令和４年４月版）

◆ ICT活用工事積算要領（基礎工編）(令和４年４月版)

・ 捨石マウンド均し面の出来形計測は、計測範囲が広くなく、潜水士による計測では半日程
度で終わり、すぐに次工程に取り掛かれるが、マルチビームでは法肩部分を含めて精緻な
点群取得が必要であり、データの取得と処理等に時間がかかり、次工程までのタイムラグ
（艤装を含め１週間程度）が生じる。

・ 現状におけるマルチビーム（船上据付式）の計測精度は、波浪による船の動揺を考えると
±10cm程度が限界であり、現行の本均しの出来形管理基準値±5㎝に対応できない。

・ 港湾工事に一定数必要な潜水士業務の存続を困難にすることが懸念される。

＜捨石均しの出来形管理に係る要領作成の中断理由（i-Con WG等での意見）＞



【ICT基礎工】 検討経緯

85

年度 検討内容 試行工事等の概要 検討結果 備考 （策定・見直し内容）

H29d

横浜技調にて調査業務
を実施し、捨石マウンド
出来形に対するマルチ
ビーム計測の妥当性を
評価・検証

「港湾施設の出来形管理への
マルチビーム等の活用方策
検討業務」

解析対象工事：１件
（H28d鹿島港）

H28dに本均し（機械均
し）にて施工し、潜水士に
より検査済

H29ｄにマルチビームで
均し面を計測し比較検証

• マルチビーム計測による本均し面天端高
の出来形管理基準の提案
【点群データの採用値】

・95％信頼区間の「最浅値」
【許容範囲】

・「±5cmの達成率が60％以上」
かつ「±10cmの達成率が90％以上」

※  実施要領案の作成はなし

・ 基礎工（捨石均しの出来形管理）への
ICT（マルチビーム）の適用の方策案

・ １事例、機械均しのみであるので、標準
化のためには事例を増やした検証が必
要

H30d

各地整にてモデル工事
を実施し、その実績デー
タにもとづき、本省にて
ICT活用にあたっての計
測基準値や実施要領を
検討

モデル工事： 9件
（データ受領：2件）

適用工種
【種別】基礎捨石工
【細別】捨石投入、

捨石均し

• マルチビームを用いた深浅測量マニュア
ル（基礎工編）（素案）

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出
要領（基礎工編）（素案）

• ３次元データを用いた出来形管理要領
（基礎工編）（素案）

• ３次元データを用いた出来形管理の監
督・検査要領（基礎工編）（素案）

• ICT活用工事積算要領（基礎工編）（モデ
ル工事用）（平成31年4月版）

※ 積算要領のみ公表し、運用

・ H29d横浜技調での調査結果にもとづき、
モデル工事の実績を加えた検討を実施
し、左記の要領（素案）を作成

・ i-Con WGの議論をふまえ、検討データ
の不足や、マルチビームの計測精度、
取得データの解析時間や維持管理時で
の有用性等の問題から、本均しについ
ては要領は作成せず、捨石投入と荒均
しについてモデル工事を継続し、要領案
を検討

R1d

各地整にてモデル工事
を実施し、その実績デー
タにもとづき、本省にて
ICT活用にあたっての実
施要領を作成

モデル工事： 22件

適用工種
【種別】基礎捨石工
【細別】捨石投入、

捨石均し

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出
要領（基礎工編）（令和２年４月改訂版）

• ICT活用工事積算要領（基礎工編）（令和
2年4月改定版）

※ 年度末に公表し、運用中

※ 数量算出要領には、数量算出用の測深
方法（測量マニュアル）を包括

・i-Con WGの議論をふまえ、荒均しにつ
いても効率性の観点から要領は作成せ
ず、マルチビームによる起工時の投入
数量確認の実施要領のみを作成

・均しの出来形確認については、今後の
実施要領作成を目的として、適用可能
な技術の収集整理を行い一覧表を作成

R2d 同上 試行工事： 48件 上記の「令和3年4月改定版」を策定
• 現行要領の継続的な見直しを実施

（主に参照基準類等）

R3d 同上 - 上記の「令和4年4月改定版」を策定 • 同上

※ 赤字： 前年度からの変更点



【ICT基礎工】 試行工事の実施内容
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維持管理検査施工・出来形計測
設計・

施工計画
測量

⑥ 点検等
への活用

• 完成時の３次
元データをも
とに被災後の
復旧や、経年
変化等の確認
に活用。

① ３次元起工測量

【３次元測量】

３次元測量により詳細な海底地形を把握

• 施工前に「マルチビーム」を用
いた水深測量（３次元起工測
量）を行う。

③ ICTを活用した施工

【施工箇所の可視化】

• ICTを活用して、水中施工箇所をリアルタ
イムで可視化し、施工を行う。

② ３次元データによる施工量算出

• ３次元起工測量結果と、設計図書より
作成した３次元設計データを用いて、
施工量を算出する。

３次元起工（測量結果と３次元設計データから
正確な施工量（捨石投入量）を算出

④ ３次元出来形測量

• 基礎工（捨石均し）
が完了した後、「マ
ルチビーム」を用
いた水深測量（出
来形測量）を行い、
出来形管理を行う。

リアルタイムでの施
工位置や出来形の
可視化により施工管
理を効率化

【３次元出来形測量】

３次元測量による出来形計測により、詳細な捨石
均し後の海底地形を把握、施工管理を効率化

➄ ３次元データを活用した検査

OK

発注者

• ３次元測量データから帳票等を作成し、
工事完成図書として納品する。

• ３次元データを活用した電子検査を行う。
【帳票の自動作成】

【３次元電子検査】

帳票自動作成により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

【３次元数量算出】

※要領策定を中断

※要領策定を中断

※赤字： 令和４年４月時点にて実施要領を策定済であり、試行工事を実施中



【ICT基礎工】 試行工事の実施要領

87

「ICT基礎工」実施要領（令和２年４月～）

概 要

建設生産プロセスの下記①～④の段階において、ICTを全面的に活用する工事であり、ICT活用工事を現
場で実施することをICT活用施工という。

① 3次元起工測量 ② 3次元数量計算

③ ICTを活用した施工 ④ 3次元データの納品

各段階に
おけるICT

①３次元起工測量
受注者は、本工事の起工測量（深浅測量）において、「マルチビーム測深システム（以下、「マルチ

ビーム」という）」により、測量を行う（捨石投入の数量把握のために実施する）。

②３次元数量計算
マルチビーム測量結果を用いた数量計算を行う場合は、「3次元データを用いた港湾工事数量算出要

領（基礎工編）（令和３年４月改訂版）」にもとづいて行う。

③ ICTを活用した施工
①により得られた３次元データを用いて、ICTを活用した施工を行う。

④３次元データの納品
②により確認された３次元数量計算データを、工事完成図書として納品する。

対象工種 【種別】基礎捨石工（【細別】捨石投入、捨石均し(機械均し)）

発注方式

1) 発注者指定型
全体工事費（消費税を含む）が２．５億円以上を目安として発注者が設定した工事に適用する。但

し、これに拘わらず、中小企業を対象とする工事に対しては「施工者希望型」を適用する。

2) 施工者希望型
施工者希望型は、全体工事費（消費税を含む）が２．５億円未満を目安として発注者が設定した工

事に適用する。

※運用については、上記を標準として各地方整備局等において地域の状況等をふまえて設定する。



第１章 概説

1.1 はじめに

1.2 目的

1.3 本要領の構成

1.4 適用範囲と利用上の注意点

1.5 用語の解説

第２章 マルチビームを用いた起工測量によるデータ取得

2.1 作業工程

2.2 測量計画・準備

2.3 艤装・テスト

2.4 水深測量

2.5 計測基準

2.6 検測・精度管理

2.7 データ解析

2.8 データ管理

第３章 ３次元設計データの作成

3.1 目的

3.2 適用範囲

3.3 ３次元設計モデルの構造

3.4 ３次元設計データの作成範囲

3.5 ３次元設計データを作成する際の留意点

3.6 ３次元設計データの照査方法

第４章 基礎捨石工 数量算出要領

4.1 数量算出項目

4.2 数量算出方法

4.3 電子成果品の作成規定

■ ３次元ＣＡＤソフト等を用いた数量算出方法

① ＴＩＮ分割等を用いて
求積する方法

② プリズモイダル法

■ 基礎捨石算出箇所表示図（俯瞰図）

• 設計時中心線形・横断線形モデル、現況海底地形ＴＩＮモデルから「ＴＩＮ分割等
を用いて求積する方法」により基礎捨石量計算。

• 基礎捨石量計算箇所表示図(俯瞰図）（ＰＤＦまたは、ビュワー付き３次元データ）
を作成。

基礎捨石算出箇所表示図のイメージ

３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（基礎工編）
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本要領は、マルチビーム測深機で取得した３次元データ（海底地形面）を用いて、
基礎工（捨石投入）の起工時における数量確認を行うことを目的とする。

■ 目的

■ データ管理

※基礎捨石の余盛厚は、地盤条件および実績よ
り別途考慮。

※基礎捨石投入量は、作業船，作業内容が異な
る毎に区分し算出。

基礎捨石投入量は、純数量を対象。

取得点密度は、測量海域の全域に1.0m平面格子をかけ、その総平面格子数の
99%以上（達成率99%以上）の平面格子において３点以上を確保。

取得点密度を満たす1.0m平面格子内の点群データにおける中央値を使用。

概要



【ICTブロック据付工】 要領類の整備状況
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ICTブロック据付工については、被覆ブロック、根固ブロック、消波ブロック（水中部、陸上
部）を対象として、平成30年度よりモデル工事を実施し、その実績データにもとづき、ICT
（マルチビーム、UAV等）活用に向けた各種要領（測量、数量算出、出来形管理、監督・
検査）を検討してきたが、以下の理由にて、施工管理に係る各種要領の作成を中断し、
「ブロック据付工の数量算出、出来形確認に使用することを目的とするのではなく、完成
後の維持管理のための完成形状を把握するためのデータを取得することを目的」とした
要領を策定し、令和２年４月より試行工事を実施。

◆ ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロック据付工編) （令和３年４月版）

◆ ICT活用工事積算要領(ブロック据付工編)(令和３年４月版)

・ 現状のブロック据付工の出来形管理項目は「据付延長のみ」であり、ICTを使用した精緻な
管理を行う必要はない（ただし、維持管理の観点にて完成形状を把握しておくことは必要）。

・ ブロック据付の出来形計測は、工事全体の工程の最後となることが多く、ICTによる点群
データを用いた管理を行うと、データの取得と処理等に時間がかかり、工期に影響が生じる。

＜ブロック据付の数量算出、出来形管理に係る要領作成の中断理由（i-Con WG等での意見）＞



【ICTブロック据付工】 検討経緯

90

年度 検討内容 試行工事等の概要 検討結果 備考 （策定・見直し内容）

H30d

各地整にてモデル工事
を実施し、その実績デー
タにもとづき、本省にて
ICT活用にあたっての計
測基準値や実施要領を
検討

モデル工事： 9件
（データ受領：4件）

適用工種

・被覆ブロック据付

・根固ブロック据付

・消波ブロック据付
（水中部、陸上部）

• マルチビームを用いた深浅測量マニュア
ル（ブロック据付工編）（素案）

• ３次元データを用いた港湾工事数量およ
び出来形管理要領（ブロック据付工編）
（素案）

• ３次元データを用いた出来形管理の監
督・検査要領（ブロック据付工編）（素案）

• ICT活用工事積算要領（ブロック据付工
編）（モデル工事用）（平成31年4月版）

※ 積算要領のみを公表し、運用

・消波ブロック据付工については、モデル
工事の実績データの取得ができなかっ
たことから作成対象外

・ 取得データが少ないことから、来年度も
モデル工事を継続し、データを取得し、
要領案（出来形評価方法）を検討

・ i-Con WGの議論（現行の管理基準や、
工程への影響等）をふまえ、ブロック据
付工における３次元データの取得にあ
たっては、「数量計算や出来形管理（検
査）に使用するのか」、「単に維持管理
のために完成形状を把握しておくのか」
等の目的を整理し、必要性や効率化の
観点から検討

R1d

各地整にてモデル工事
を実施し、その実績デー
タにもとづき、本省にて
ICT活用にあたっての実
施要領を作成

モデル工事： 16件
（データ受領：4件）

適用工種

・被覆ブロック据付

・根固ブロック据付

・消波ブロック据付
（水中部、陸上部）

• ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロッ
ク据付工編) （令和2年4月改訂版）

• ICT活用工事積算要領（ブロック据付工
編）（令和2年4月改定版）

※ 年度末に公表し、運用

・ i-Con WGの議論をふまえ、ブロック据
付工の出来形確認に使用することを目
的とするのではなく、完成後の維持管理
のための完成形状を把握するための
データを取得することを目的とした実施
要領のみを作成

・ 据付の数量算出や出来形確認につい
ては、今後の実施要領作成を目的とし
て、適用可能な技術の収集整理を行い
一覧表を作成

R2d

各地整にて試行工事を
実施し、その実績データ
にもとづき、本省・国総
研にてICT活用にあたっ
ての実施要領を作成

-

• ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロッ
ク据付工編) （令和3年4月改訂版）

• ICT活用工事積算要領（ブロック据付工
編）（令和2年4月改定版）

※ 年度末に公表し、運用

・ 消波ブロック（陸上部）のUAV測量にお
いて、「標定点の設置は、100m以内毎
に防波堤幅の両端2点の配置を標準と
し、消波ブロック上には配置しない」こと
に改定

R3d 同上 - 上記の「令和4年4月改定版」を策定
• 現行要領の継続的な見直しを実施

（主に参照基準類等）



【ICTブロック据付工】 試行工事の実施内容
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維持管理検査施工・出来形計測
設計・

施工計画
測量

① ３次元起工測量※

② ３次元データによる施工
量算出

※ 必要に応じて、施工前にICT
機器を用いた測量（３次元起
工測量）を行う。

③ ICTを活用した施工

【施工箇所の可視化】

• ブロック（被覆、根固、消波）の据付箇所
をリアルタイムで可視化し、施工を行う。

• ３次元起工測量結果と、設計
図書より作成した３次元設計
データを用いて、施工量を算
出する。

④ ３次元出来形測量

• ブロック据付工（被覆、根固、消波）が完
了した後、ICT機器を用いた測量（３次元
出来形測量）を行い、出来形管理を行う。

リアルタイムでの施工位置や出来形の可視化により
施工管理を効率化

【３次元出来形測量】

３次元測量による出来形計測により、詳細なブロックの据付
形状を把握、施工管理を効率化

➄ ３次元データを活用した検査

OK

発注者

• ３次元測量データから帳票等を作成し、
工事完成図書として納品する。

• ３次元データを活用した電子検査を行う。
【帳票の自動作成】

【３次元電子検査】

帳票自動作成により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化※要領策定を中断 ※要領策定を中断

○ ３次元データによる完成形状の把握
⑥点検等への

活用

• 完成時の３次
元データをもと
に被災後の復
旧や、経年変
化等の確認に
活用。

• 工事完成時において、出
来形確認への使用を目
的とするのではなく、後
の維持管理のための完
成形状を把握することを
目的として、ICT機器（マ
ルチビーム、UAV等）を
使用した測量を行い、３
次元データを取得する。

※赤字： 令和４年４月時点にて実施要領を策定済であり、試行工事を実施中

※要領策定を中断

【完成形状（３次元）】



【ICTブロック据付工】 試行工事の実施要領
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「ICTブロック据付工」実施要領

概 要

建設生産プロセスの下記①～③の段階において、ICTを全面的に活用する工事であり、ICT活用工事を現
場で実施することをICT活用施工という。

① ICTを活用して施工 ② 3次元測量 ③ 3次元データの納品

各段階に
おけるICT

① ICTを活用した施工
ICTを活用した施工を行う。

② ３次元測量
受注者は、工事が完了した後、完成状況の把握のため「ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロック据

付工編) （令和３年４月改訂版）」にもとづき、３次元測量を行う。

③ ３次元データの納品
②により確認された３次元測量データを、工事完成図書として納品する。

対象工種 【種別】ブロック据付工（被覆ブロック、根固ブロック、消波ブロック）

発注方式

1) 発注者指定型
全体工事費（消費税を含む）が２．５億円以上を目安として発注者が設定した工事に適用する。但

し、これに拘わらず、中小企業を対象とする工事に対しては「施工者希望型」を適用する。

2) 施工者希望型
施工者希望型は、全体工事費（消費税を含む）が２．５億円未満を目安として発注者が設定した工

事に適用する。

※運用については、上記を標準として各地方整備局等において地域の状況等をふまえて設定する。



ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロック据付工編)

■ データ管理

■ 計測基準 測地系： 世界測地系（測地成果2011）

基準面： 港湾管理用基準面(C.D.L)
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第１章 概説

1.1 はじめに

1.2 目的

1.3 本マニュアルの構成

1.4 適用範囲と利用上の注意点

1.5 用語の解説

第２章 ICT機器を用いた計測※

2.1 作業工程

2.2 計測計画・準備

2.3 機器の装備・設置およびテスト

2.4 計測基準

2.5 検測・精度管理

2.6 データ解析

2.7 データ管理

2.8 計測における留意事項

第３章 ３次元形状モデルの作成

3.1 目的

3.2 適用範囲

3.3 ３次元地形モデルの構造

3.4 電子成果品の作成規定

※  陸上部（消波ブロック）のブロック据付形状の計測方法につ

いては、国土交通省における『「ICTの全面的活用」を実施

する上での技術基準類』を準用できる。ただし、取得点密度

に関係する事項を除くものとする。

ブロック据付工の据付状況の把握には、ICT機器を用いた計測による
全取得データを使用。

取得点密度は、対象区域の全域に1.0m平面格子をかけ、その総平面
格子数において25点以上の取得点密度が担保されていること。

■ ３次元形状モデル

本マニュアルで定める測量方法は、ブロック据付工の出来形確認に使用
することを目的とするのではなく、完成後の維持管理のための完成形状を
把握するためのデータを取得することを目的とする。

■ 目的

工事完成時に工事範
囲およびその周辺区域
において、ICT機器を用
いた測量を実施し、３次
元形状モデルを構築。

設計データの３次元表
示として、完成時の３次
元形状モデルの俯瞰図
（ＰＤＦまたは、ビュワー
付き３次元データ）を３
次元モデルから作成。

３次元形状モデル（俯瞰図）のイメージ

概要



【ICT海上地盤改良工：床掘工・置換工】要領類の整備状況
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◆ マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘・置換工編) 
（令和４年４月版)

◆ ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘・置換工編) 
（令和４年４月版)

◆ ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘・置換工編)
（令和４年４月版)

◆ ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘・置換工編) 
（令和４年４月版)

◆ ＩＣＴ活用工事積算要領(海上地盤改良工：床掘・置換工編) （令和４年４月版)

＜「ＩＣＴ海上地盤改良工：床掘工・置換工編」 の実施に係る要領＞

• 海上地盤改良工（床掘・置換工）については、令和元年度に九州整備局（北九州港湾空港
整備事務所）にて管轄内工事の施工結果にもとづいた関連の要領案を策定。

• 令和２年度に、九州地方整備局が策定した要領案について、他工事での実績データ等を用
いた検証を行い、全国版を策定し、令和３年度より試行工事を実施。



従来施工

３次元データによる検査ICTを用いた施工管理施工量算出測量

検査

【ICT海上地盤改良工：床掘工・置換工】試行工事の実施内容

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

OK

発注者

測量

浚渫工と
同様の
起工測量 設計図（平面図、断

面図）から、施工数
量を算出

音響測深機やレッド等（２次元）での
出来形計測による施工管理

帳票作成、書類による検査、
現地の実測作業

管理項目
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設計図

ＩＣＴ活用 ②施工中の可視化、３次元出来形測量、施
工履歴の活用による効率化

③ICT活用による検査の効率化①３次元測量
データによる
施工数量の
算出

３次元測量データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

ICT浚渫工
と同様の
起工測量

OK

リアルタイムでの施工中の
出来形の可視化、３次元出
来形測量、施工履歴の活
用による効率化

3次元測量結果と3
次元設計モデルか
ら、正確な施工量
（床掘土量、置換
砂量）を算出

発注者

帳票自動作成

ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ
による
3次元測量

【床掘】 水深（底面、法面）
【置換】 延長、天端高・幅



【ICT海上地盤改良工：床掘工・置換工】試行工事の実施要領
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「ICT海上地盤改良工：床掘工・置換工編」実施要領

概 要

建設生産プロセスの下記①～⑤の段階において、ICTを全面的に活用する工事であり、ICT活用工事を現
場で実施することをICT活用施工という。

① 3次元起工測量 ② 3次元数量計算 ③ ICTを活用した施工

④ 3次元出来形測量 ➄ 3次元データの納品

各段階に
おけるICT

① ３次元起工測量
受注者は、本工事の起工測量（深浅測量）において、「マルチビーム測深システム（以下、「マルチ

ビーム」という）」により、測量を行う。

② ３次元数量計算
マルチビーム測量結果を用いた数量計算を行う場合は、「3次元データを用いた港湾工事数量算出要

領（海上地盤改良工：床掘工・置換工編）（令和３年４月改訂版）」にもとづいて行う。

③ ICTを活用した施工
①により得られた３次元データを用いて、ICTを活用した施工を行う。

④ ３次元出来形測量
受注者は、本工事の海上地盤改良工（床掘工・置換工）が完了した後、「マルチビームを用いた深浅

測量（出来形測量）」を行い、出来形確認を行う。

➄ ３次元データの納品
②により確認された３次元施工確認データを、工事完成図書として納品する。

対象工種
【工種】海上地盤改良工（床掘工・置換工）

【種別】ﾎﾟﾝﾌﾟ床掘工、ｸﾞﾗﾌﾞ床掘工、硬土盤床掘工、岩盤床掘工、ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘工、置換工

発注方式

1) 発注者指定型
全体工事費（消費税を含む）が２．５億円以上を目安として発注者が設定した工事に適用する。但

し、これに拘わらず、中小企業を対象とする工事に対しては「施工者希望型」を適用する。

2) 施工者希望型
施工者希望型は、全体工事費（消費税を含む）が２．５億円未満を目安として発注者が設定した工

事に適用する。

※運用については、上記を標準として各地方整備局等において地域の状況等をふまえて設定する。
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「ICT海上地盤改良工：床掘工・置換工編」の主な内容 （「ICT浚渫工 」との相違）

出来形管理基準

工 種
管理
項目

計測方法 採用する点群データ
測深
単位

結果の整理方法
許容範囲

(共通仕様書）
備 考

Ｉ
Ｃ
Ｔ
海
上
地
盤
改
良
工

床
堀
工

水深
(底面)

マルチビームによる深浅測量 1.0m平面格子内に1点、
中央値を採用

なお、数量計算には、
1.0m平面格子内に1点、
中央値を採用

10cm
出来形管理資料
として整理
（ヒートマップ）

±30cm
又は特記仕様書による

外側2m（法面に直角）

内側30cm（法面に直角）
又は特記仕様書による

(法面)

マルチビームによる深浅測量
（マルチビーム計測データ法肩または

法尻直角方向の測線座標を入れ、法

肩、法尻位置を確認する。)

置
換
工

延長

天端高

天端幅

法面

水中部：
マルチビームによる深浅測量
(マルチビーム計測データ法肩または

法尻直角方向の測線座標を入れ、法

肩、法尻位置を確認する。)

1.0m平面格子内に1点、
中央値を採用

なお、数量計算には
1.0m平面格子内に1点、
中央値を採用

10cm
出来形管理資料
として整理
（ヒートマップ）

延長
+規定しない
-0

天端高
±50cm
又は特記仕様書による

天端幅、法面
特記仕様書による

※ 「ICT海上地盤改良工における各種要領」については、基本的には「ICT浚渫工における各種要領」を参考とできるが、水路測量に関係する事項を
除くものとする。

＜参考＞ ICT浚渫工の出来形管理基準

Ｉ
Ｃ
Ｔ
浚
渫
工

水深
（底面)

マルチビームによる深浅測量 1.0m平面格子内に1点、
最浅値を採用

なお、数量計算には、
1.0m平面格子内に1点、
中央値を採用

10cm
出来形管理資料
として整理
（ヒートマップ）

+0cm

-規定しない
又は特記仕様書による

+： 設計値より
浅いこと

-： 設計値より
深いこと(法面)

マルチビームによる深浅測量
(マルチビーム計測データ法肩また
は法尻直角方向の測線座標を入れ、
勾配を確認する。)


