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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

■ 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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マルチビーム測量ＣＵＢＥ処理の海上保安庁の対応

マルチビーム測量のＣＵＢＥ処理への移行

マルチビームにおけるCUBE水深の利点①

マルチビームにおけるCUBE水深の利点②

ＣＵＢＥ処理のイメージ

ＣＵＢＥ水深出力の事例

ＣＵＢＥ処理の標準化に向けての検討事例

ＣＵＢＥ処理の仕上げ事例

海上保安庁の対応
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マルチビーム測量のＣＵＢＥ処理への移行
■マルチビーム測深機の特性

誤差は、自然現象だけでなく計測機器にも存在する。
• 測得精度（計測最小単位）以上のデータは得られない。
• 機器固有の特性があり、必ず同じ結果が得られるとは限らない。
• 計測方法により、計測環境の影響を受ける。
• 計測を継続することに必然的に誤差が発生することがある。

マルチビーム計測における誤差要素

• 機器の精度（計測最小単位）
• 機器艤装時の取り付け精度

計測時の動揺
連続計測による喫水の変化

静的特性 動的特性

計測前に決定 計測後に決定

TPU（総合伝搬不確定性）
深度の不確定性と水平方向の不確定性を計算
95％信頼性水準で代表される不確定性
CUBE処理では、必須となるパラメータ

誤差要素の特定と数値化 測得データの品質評価

（※令和元年度港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務報告より） 8



マルチビームにおけるCUBE水深の利点①

図－1 直下と斜におけるマルチビーム測深のデータ精度の違い及びCUBE 水深（データ精度を考慮し
て推定された）と最浅水深の違いに関する概念図

最浅選択による水深
ＣＵＢＥ水深

直下に比べて斜の測深データの
精度が悪化する要因
• 測深ビ-ムのフットプリントの

悪化
• スマイルカーブ／アングリ－

カーブ（音速の伝搬誤差）
• 動揺補正・取り付け角度オフ

セットによる伝搬誤差

マルチビームの場合、直下に比
べてスワス端ほど、測深点の精
度(TPU)が低下する。

（例）スマイルカーブ

★CUBE = Combained Uncertainty and Bathymetric Estimator

（※海洋情報部研究報告第58 号マルチビーム水深測量成果におけるCUBE 水深の採用について） 9



マルチビームにおけるCUBE水深の利点②

■マルチビーム測深機の特性

－HYPACKによる従来手法では－
測得全データが対象
処理者が目視により、計測記録を処理

熟練技術者が経験に基づく『主観』により判断
熟練者、処理者の育成が不可欠
水路測量では、処理済み全点群から最浅値を抽出
機器の向上によりデータが大容量化するに伴って処理時間が増大
機器の普及により、熟練技術者が不足

機器特性は考慮されない
最浅値が優先的に採用
処理判断の根拠は、経験、主観
スマイル記録でも採用の可能性

米国NOAA沿岸測量部
（OCS)で調査

マルチビーム計測により採用された水深値がどの
ビーム番号のデータであったかを調査

外側斜めビームが圧倒的な数を占めた。
最浅値の多くが品質の劣る外側斜めビー
ムであった。

■マルチビーム測深機の特性
－客観的な判断の確立－

計測機器にも特性があり、品質には優劣がある。

品質を評価する仕組みがあれば、客観的判断の指標になる。
データを品質で評価出来れば、熟練技術者は最終確認を担う。
確からしい海底面を水深として採用する。
品質を向上させる計測が必須である。
時間を要した処理作業を簡略化。

米国、英国、加国が先行して導入済み

マルチビームデータを迅速かつ正確に処理するために開発された。
国際水路機関(IHO)では、この処理方法を前提とした国際規格を決定。

米国、英国、加国が先行して導入済み

CUBE処理

- 10 -（※令和元年度港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務報告より） 10



ＣＵＢＥ処理のイメージ

海底面

魚群が存在

★CUBE = Combained Uncertainty and Bathymetric Estimator
CUBE処理は、マルチビーム深浅測量の膨大なデータを処理するために開発された処理
システムであり、端的に表現すると、計測全データに付与した『重み付き統計処理』となる。

CUBE アルゴリズムは、マルチビーム測深の特性である直下と斜のデータ品質の違いを
考慮した上で、データの大容量性を活かした統計的アルゴリズムで、観測値である全測深
点データと各々の不確かさ（Uncertainty）を入力値として、高密度水深（CUBE 水深と表
現）等を出力するものである。

（※海洋情報部研究報告第58 号マルチビーム水深測量成果におけるCUBE 水深の採用について）

このグリッドでは、解が2つ（複
数）求まる可能性があり、計測
点数、不確かさの条件によっ
ては、魚群がCUBE水深として
採用される可能性がある。

図－2 ．統計計算によるCUBE水深

海上保安庁告示第102号に示
されている深さの誤差の範囲

⊿Ｚ=

⊿Ｚ

√ a 2 +(bh)2

棄却される仮説水深⊿Ｚ
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ＣＵＢＥ水深出力の事例

図－3.測量船「はましお」によるCUBE 水深とCUBE 水深を推定する基となった全測深点（ノイズ処理は未実施）

（※海洋情報部研究報告第58 号マルチビーム水深測量成果におけるCUBE 水深の採用について）
12



ＣＵＢＥ処理の標準化に向けての検討事例

■CUBE水深の属性値による評価（仮説強度(hypothesis Strength) ）

◆仮説強度(hypothesis Strength) の値が大きい箇所を抜粋し、RAWデータと比較

③CUBE水深にノイズが残存している

①ノイズは除去されている

②CUBE水深にノイズが残存している

CUBE水深
RAWデータ

①

②

③

ノイズ

ノイズノイズ

ノイズ

CUBE水深に
残存のノイズ

CUBE水深に
残存のノイズ

※グリッドサイズ：0.25m

A1

A2

（※令和元年度 港湾分野における情報通信技術等の活用促進に関する検討業務報告より）
13



ＣＵＢＥ処理の仕上げ事例

異常物がある場合は、最浅値を採用する。

仕上げ処理

異常物があった場合、CUBE処理で採用される水深は最浅値ではない可能性がある。航行安全上障害となる異常物は、
実際位置の最浅水深が適用されるべきである。仕上げ処理により、最浅箇所を復活させて適用する。

『QCTools}等による
ハイライト表示

CUBE水深とは別に、実際位置

の最浅値を復活させ、
「Designate」を適用させる。

（※令和2年度 港湾分野における情報通信技術等の活用促進・拡大に関する検討業務報告より）
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海上保安庁では、下表の工程を目標にCUBE処理の正式運用を目指している。
規格等については、現在検討中であり、庁内だけでなく、民間からの協力も得なが
ら、着実に実現していきたいとの意向である。

具体的なCUBE処理の規格については、ファイル形式を含め、国際水路機関（IHO）

での国際規格、国際品質規準に適合するように設定される予定です。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
（H31・R1） （R2） （R3） （R4） （R5）

海洋情報部
本省・管区

港湾・補正
測量等

正 式 運 用試 行 ※

導入準備
[マニュアルの作成等]

[ソフトウェアの整備]

[ソフトウェアの整備]

[準細則改正]

2月

（※一般社団法人 海洋調査協会 令和3年度要望書【港湾局要望】付属資料より）

- 15 -

海上保安庁の対応

・今後は、マルチビームデータのノイズ処理には、従来の手法に加え、CUBE処理により行うことも認め

られる見込み。

・CUBE処理は多くのマルチビーム処理用ソフトウェアに搭載されている。

15



CUBE処理の導入

• 測深データ処理時間の削減に効果的な「CUBE 処理※」を導入する 。

• CUBE処理は、港湾 ICTにおける業務効率化でも期待されており、海洋調査協会からも早期の導入が
要望されている。

• CUBE処理は任意規定（できる規定）とし、従来の処理手法は引き続利用可能。

※「CUBE処理」とは、総伝搬不確かさを考慮した統計的な処理により、測深データから水深を算出する一連の処理手法です。マルチビー
ム音響測深機を用いて高密度のデータを取得した場合、CUBE処理により作業の大部分を自動化することが可能となるため作業の効率
化に貢献するとともに、従来の処理手法による作業者ごとの品質のばらつきを軽減し、成果の品質向上にも寄与します。

【CUBE処理を適用可能とする時の条件】
• マルチビーム音響測深機を使用

• スワス角55度以内のデータ

• スワス幅のオーバーラップ率が100％以上

• 高精度海上位置測量（VRS-RTK or PPK）又は同等以上

• ピッチ・ロール・ヨーのバイアス値の決定精度が0.01度位

• 承認済みソフトウェアを使用
※すべてのノイズデータを除去する必要は無い。

【成果の形式】
•CUBE-LMD ：CUBE処理によって計算されたグリッド（CUBEサーフェス）による水深
•FT-LMD ：浅所の個別点検による水深
•MergeCUBE-LMD ：CUBE-LMDを1m格子に間引き＋FT-LMD（グリッドサイズが1m以上の時は作成不要）

水深とグリッドサイズの関係

水深 グリッドサイズ

0-１0m 0.25m

１0-２0m 0.5m

20-40m １m

40-80m ２m

80-160m ４m

160-320m ８m

320-640m １６m

※水深640m以深の海域では、水深に応じて決定

一つのグリッドに含まれる測深点密度は５点以上（達成率９
5％以上）とする。

（※一般社団法人 海洋調査協会 「水路測量規則改正の説明会」資料より） 16



従来処理の問題点及びCUBE処理の効果

従来処理の問題点 CUBE処理の効果

処理方法

【従来処理】
担当者が測深データをHYPACK等の処理ソフト
を用い、手動で処理し、成果を作成する。

【CUBE処理】
測深器等の精度、S-44基準、補正値に含まれ
る誤差などの細かい設定を行い、統計処理を
行うことにより測量成果を自動で作成する。

データ処理

・経験則に基づく要因が大きいため、成果に個
人差が現れ易い
→経験が浅い者は、判断に時間を要する

・異物等の箇所のみデータの判別が必要
・統計処理でノイズを排除
→成果に個人差が現れ難い
（個人差の排除）

作業効率

・作業工程のほとんどが手動であるため、デー
タ処理に多大な時間及び労力が必要
→データ量の増加により成果提出が遅れる

・統計処理は自動で行われる
→資料整理時間の短縮
（効率化）

精度管理

・測深データの精度管理が難しく、精度の悪い
スワス端に浅い水深が多いため、精度の悪い
データが海図に採用されやすい
→最浅選択される水深の多くが悪い精度

・誤差要因を加味した統計処理・測深データの
精度管理
→低品質データの排除
（適切な精度管理）

（※一般社団法人海洋調査協会「水路測量規則改正の説明会」資料より）17



CUBE処理を反映した場合の新な命名基準

成果 LMD １ｍLMD ８～９桁目の記号

シングルビーム音響測深機 EHYYAAAS0 EHYYAAAS0_1m S0

スワス音響測深機
（従来処理）

EHYYAAAD0 EHYYAAAD0_1m D0

スワス音響測深機
（CUBE処理）

EHYYAAAC1～C7
EHYYAAAF0
EHYYAAAB0

EHYYAAACM

C1～C7：CUBE水深のグリッドサイズに対応
C1：0.25m，C2：0.5m，C3：1.0m，C4：2.0m，
C5：4.0m，C6：8.0m，C7：16.0m

F0：FT-LMDファイル
B0：Base-LMD
CM：MergeCUBE-LMD

錐測 EHYYAAAL0 L0

測量の基準 測深機 験潮所、Zo CUBEグリッド LMDファイル 1mLMDファイル等

1a級 Sonic2024 A験潮所、1.10m 0.25ｍ E020010C1
E020010CM

1a級 Sonic2024 A験潮所、1.10m 0.5ｍ E020010C2

1a級 Sonic2024 B験潮所、1.15m 0.5ｍ E020011C2 E020011CM

1a級 Sonic2022 A験潮所、1.10m 0.25ｍ E020012C1 E020012CM

1b級 PDR8000 B験潮所、1.15m --- E020013S0 E020013S0_1m

２種類 ３種類 ２種類、２種類 ２種類 ５種類 ４種類

（例）下表のとおり、CUBE水深毎にCUBE-LMD等を作成する。
CUBE-LMDが複数生じる場合、保存するフォルダー名は「EHYYAAA-AAA」等にする

（※一般社団法人海洋調査協会「水路測量規則改正の説明会」資料より）18



「原点測量」の規定の技術の進展に合わせた適正化

「原点測量」の項目には、現在の水路測量の実態に合わない規定が含まれていたことから、これを
実態に合わせて修正するとともに、条文を関連する規則をまとめて節とし、読みやすい形とした。

原点測量

１．設標図に用いる記号 9節
２．基準点の測量 1節
３．基準点以外の測量 1節
４．交会法 1節
５．沖掛り法 1節
６．距離測定（精度） 1節
７．測距儀の精度 1節
８．三角測量 1節（修正）
９．多角測量 １節（修正）
１０．GNSS測量 2節
１１．辺長測量 1節
１２．交会法の方法 1節
１３．水平角の測定 1節
１４．鉛直角の測定 1節
１５．距離の測定の補正 1節
１６．基準三角測量の次数 1節
１７．基準多角測量の次数 1節
１８．基準GNSS測量の次数 1節
１９．地理院基準点以外の次数 1節
２０．新設基準点の次数 1節

２１.真方位測量 4節
２２.見通し線の平行度合いの検査 5節
２３.指導線の方位 6節
２４.水路測量標の設置 7節
２５.原点計算 8節
２６.電子計算機の結果を検討する （削除）
２７.原点図の格子点 9節
２８.原点図の着色 9節
２９.原点計算簿 1節
３０.原点計算簿の作成方法 8節

原点測量（新）

第１節 光学機器による測量
第２節 ＧＮＳＳによる測量
第３節 水路測量標
第４節 真方位測量
第５節 船舶速力試験標の測量
第６節 指導線の測量
第７節 平面直角座標（新規）
第８節 原点計算
第９節 資料の作成

（※一般社団法人 海洋調査協会 「水路測量規則改正の説明会」資料より） 19



第2章 港湾測量、航路及び沿岸測量を単独の規則化

民間測量業者にも使用される施行細則第2章「港湾測量、航路測量及び沿岸測量」を単独の規則とする
ことにより、民間測量業者の方にも参照しやすい形式にした。

水路測量業務準則施行細則
第１章 総則

第２章港湾測量、航路測量及び沿岸測量
第１節原点測量
第２節高低測量
第３節空中写真測量
第４節岸線・地形測量
第５節水路測量に伴う験潮
第６節海上位置測量
第７節水深測量
第８節底質調査
第９節地名調査
第10節測量成果の作成
第11節測量資料の作成
第12節航空レーザー測量
第13節海底地形調査及び海底地質調査

第３章 地磁気測量

第４章 重力測量

第５章 海洋測量及び大陸棚調査

第６章 衛星測地観測

【新規則 】
水路測量業務準則施行細則 （港湾測量等）
第１章 総 則
第２章 原点測量
第３章 高低測量
第４章 空中写真測量
第５章 岸線・地形測量
第６章 水路測量に伴う験潮
第７章 海上位置測量
第８章 水深測量
第９章 底質調査
第10章 地名調査
第11章 測量成果の作成
第12章 測量資料の作成
第13章 航空レーザー測量
第14章 海底地形調査及び海底地質調査

水路測量業務準則施行細則
第１章 総 則
第２章 地磁気測量
第３章 重力測量
第４章 海洋測量及び大陸棚調査
第５章 衛星測地観測

（※一般社団法人 海洋調査協会 「水路測量規則改正の説明会」資料より） 20



マルチビーム測量データの効率的ノイズ処理

人工知能 ＡＩ （Artificial Intelligence）とは

手動ノイズ除去

マルチビームによる水中測量とデータのノイズ除去

ノイズ処理のための点群データ

水深とビーム角度分布の事例

ノイズ除去処理へのAI技術の適用(基本概念)

①どのようなAIで実現するのか？

②どのようなレベルのAIを実現するのか？

③どのような処理のAIで実現するのか？

作成したAIノイズ処理プログラムの検証試験の概要

検証試験結果～AIノイズ処理結果（鳥瞰図）例

検証試験結果～AIノイズ処理結果（グリッド）例

ノイズAI処理結果のまとめ事例

21



人工知能（ＡＩ）

深層学習

強化学習

教師あり学習

教師なし
学習

半教師
学習ニューラルネットワーク

明確な定義なし
コンピュータなどで人間と同様の知能を実現

させようという試み、或いはそのための一連の基礎技術

機械学習

近年の人工知能の代表格

急速に発展

人工知能（ＡＩ）

出典；｢これからのAIビジネス(谷田部卓）」参照・修正
22



ＡＩの技術水準

出典；日経コンピュータ 2016年4月28日号から一部修正

人間凌駕

人間同等

人間未満実用域

分野限定で実用可

実用不可

囲
碁
・将
棋
・ゲ
ー
ム画

像
認
識

音
声
認
識
・文
書
解
析

・レ
コ
メ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン

自
由
対
話
・意
思
決
定
な
ど

OK
Google

自由な電話
応答、
機械による
最終判断、
etc

画像解析分野で
飛躍的に向上

医療診断

会計処理 Uber Eats Graph AI

関係性解析
翻訳

23



手動ノイズ除去

測線単位でのノイズ除去

① ビーム角度フィルターや水深フィルター等によって明らかにノイズとわかる測深点を除去
する

② 測線単位のデータを3次元的に表示し、海底面を視認し、海底面から明らかに外れてい
る測深点を除去する

平面展開後のノイズ除去

③ 複数の測線データを同時に比較表示し、測線間で水深のずれが見られる測深点を除去
する

④ 複数の測線データを同時に比較表示し、水深が一致しないスワス端を除去する

③の例
2測線重ね合わせ
水深段彩

②の例
水深段彩

④の例
緑色：採用点群、橙色：除去点群
2測線重ね合わせ

除去点群 水深が一致しないスワス端を除去片測線でしか認められないので、除去

【株式会社パスコ 画像提供】 24



マルビームによる水中測量とデータのノイズ除去

図－3 マルチビームデータのノイズ除去フロー

マルチビーム

新世代 旧世代

新概念にもとづくビームフォーミ
ングによるデータ発生

音響的概念にもとづく
データ発生

送受波器表面に発生する泡に
よるノイズ

サイドローブによるノイズ
送受波器表面における泡の

発生によるノイズ

統計学的手法に基づく自動除去 IHO基準フィルター
平面推定自動除去
中央水深フィルター
標準偏差フィルター
CUBEフィルター
統計処理に基づくフィルター

ICT 対応データ出力

軽減している

AIを用いた自動選択

ハードウェア設計
上の現象

解析ソフトウェア
による対応

25



ノイズ処理のための点群データ

教師データとしては
達成率=1点以上の格子数 ÷ 全格子数 x 100が80% 以上
のグリッドセットを採用した。

例えば、下図のグリッドセットでは、達成率21/25 x 100 = 84%となる。
0点部分については、補完した値を用いるか、欠損扱いとするか検討。

ICT浚渫工では、
・3個以上／1.0㎡
・達成率99%以上が基準

26



水深とビーム角度分布の事例

水深分布 ビーム角度分布

ノイズは、水深には依存せず、ビーム角度が大きい(swathの端)および小さい(直下)に多い傾向

10^610^7

【株式会社パスコ 画像提供】 27



ノイズ除去処理へのAI技術の適用(基本概念)

• 学習の根幹は「分ける」処理

• 正常信号とノイズを分けるものは何か？
ノイズ(音響的、電気的、機械的) ※区別は難しい

浮遊物

• 人間が肉眼でノイズを識別する際の着眼点
規則性・不規則性

周囲との比較

隣接する測定結果との比較

信号かノイズかの判断基準を
自ら設計する必要がある

信号かノイズかの判断基
準は簡単には(明確には)
決められない

28



①どのようなレベルのAIで実現するのか？
お手本＝専門技術者(人間)による手動ノイズ除去

1. 測線単位でのノイズ除去

① ビーム角度フィルターや水深フィルター等によって明らかにノイズとわかる測深点を除
去する

② 測線単位のデータを3次元的に表示し、海底面を視認し、海底面から明らかに外れて
いる測深点を除去する

2. 平面展開後のノイズ除去

③ 複数の測線データを同時に比較表示し、測線間で水深のずれが見られる測深点を除
去する

④ 複数の測線データを同時に比較表示し、水深が一致しないスワス端を除去する

③の例 2測線重ね合わせ
水深段彩

②の例 水深段彩 ④の例 緑色：採用点群、橙色：除去点群
2測線重ね合わせ

除去点群 水深が一致しないスワス端を除去片測線でしか認められないので、除去

29



②どのようなレベルのAIを実現するのか？
信号かノイズかの判断基準を自ら設計する必要がある
⇒ AIのレベルとしては高難度のディープラーニング

レベル 内容 例

レベル1
制御プログラム
単純な計測・制御プログラムを搭載しているだけのシ
ステム

エアコンや冷蔵庫の
温度管理

レベル2

対応パターンが多い人工知能(古典的な人工知能)
様々な局面に対して多彩な対応パターンを有する人工
知能
自ら学習することはできない

掃除ロボット
将棋のプログラム

レベル3 機械学習を取り入れた人工知能
対応を自動学習する人工知能

検索エンジン
ビックデータを元に
した自動判断システ
ム

レベル4

ディープラーニングを取り入れた人工知能
判断基準を設計する人工知能
機械学習をする際のデータを表すために使われる変数
自体を学習するもの

画像認識
本業務のAIノイズ処
理

30



③どのような処理のAIで実現するのか？

信号かノイズかの判断基準を自ら設計する必要がある
⇒ ディープラーニング

• ニューラルネットワークを何層も重ねることで複雑な情報を処理できる
→機械学習で画像を扱う際には一般にディープラーニングを用いる

• 各入力に重みを掛け合わせた和を「活性化関数」が受け取り、０／１を出力して次の層へ
伝達する

• 入力されたデータに対して正しい正解を出力できるように各層の重みを調整する（＝モデ
ルの学習）

• 教師データを繰り返し学習させ、モデルの予測値と正解の誤差（損失関数）が減少するよ
うに重みの更新を繰り返す

• 一般的なニューラルネットワークにおける層は、入力を一次元のデータにする必要があり、
マルチビーム・データのノイズを判別する上で重要な空間的情報が失われる

31



作成したAIノイズ処理プログラムの検証試験の概要
区分 内容

発注者
国土交通省 中部地方整備局 名古屋港湾事務

所

施工者 東洋建設株式会社

浚渫工事
概要

浚渫工事場所：庄内川泊地

浚渫施工水深：-8.1m
浚渫規模：12,800㎡（浚渫範囲）、63,934㎥（扱

い数量）

浚渫方法：グラブ浚渫

試験実施位置

拡大

（※ 令和2年度 港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務報告書）
浚渫箇所 鳥瞰図
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検証試験結果～AIノイズ処理結果（鳥瞰図）例
測深点の存在する範囲に沿って地形パターンを、以下のように分類した。

浚渫痕 黄枠内
浚渫法面 黄枠外、赤枠内
平坦面 それ以外

ノイズ除去率※ AIノイズ処

理

従来の手動

ノイズ処理

浚渫法面 0.045% 0.046%
浚渫痕 0.106% 0.109%
平坦面 0.061% 0.060%
全体 0.068% 0.068%

地形パターン別のAIノイズ処理と従来の手動処理の比較

ノイズ処理前（上段）、従来のノイズ
処理（左）、AIノイズ処理（右）の地形
モデル比較（0.25mグリッド・最浅値

を用いて作成）。従来のノイズ処理
とAIノイズ処理のモデルでは概ね同
様にノイズが除去されている。

従来のノイズ処理 AIノイズ処理

地形パターンによって従来の手動ノイズ処理
とAIノイズ処理でノイズ除去率による違いは

ほとんどなく、どちらも浚渫痕領域でノイズが
多くみられた。

ノイズ処理前

※ノイズ除去率：全データに対する除去したノ
イズデータの割合

（※ 令和2年度 港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務報告書） 33



「0.25m」最浅値グリッド 処理結果の外観

１+２次処理では緑・

赤の点がノイズ処理
前に比べかなり減少

している。

検証試験結果～AIノイズ処理結果（グリッド）例

（※ 令和2年度 港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務報告書）
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ノイズAI処理結果のまとめ事例

許容誤差±10cm以内 許容誤差±30cm
以内

RMSE
(m)

浅所最
大誤差

(m)

深所最
大誤差

(m)
ノイズ
適合率

ノイズ
認識率

F値 ノイズ
適合率

ノイズ
認識率

ノイズ
処理前

0.074 13.637 -0.28

1次処理 0.805 0.617 0.699 0.915 0.853 0.011 3.40 -1.04

2次処理
単体

0.883 0.532 0.664 0.901 0.881 0.009 3.09 -1.29

1+2次処理 0.762 0.658 0.706 0.855 0.920 0.007 0.96 -1.29

（※ 令和2年度 港湾分野における浚渫データの効率的なノイズ処理に関する検討業務報告書）
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測量等への衛星画像活用のイメージ

宇宙分野における国等の動き
打上予定の日本の地球観測衛星
大規模災害に対する国の動き
参考情報：静止衛星と地球観測衛星
モニタリング事例

1. 流木等海上浮遊物の把握 （平成23年 東日本大震災）
2. 港湾の迅速な被災状況の把握（平成30年 台風21号）
3. 流木等海上浮遊物の把握（瀬戸内海多度津沖）
4. 地震による変状把握(北海道胆振東部地震)
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宇宙分野における国等の動き

宇宙分野における地球観測衛星利用の主な変遷
1999年 世界初の1m分解能商用光学衛星打ち上げ（IKONOS）

2008年頃 商用光学／商用レーダー衛星の打ち上げ活発化

2011年 日本で東日本大震災や紀伊山地大水害で衛星活用事例（実利用活発化）

2012年頃広域観測用の光学衛星サービス開始（SPOT）

2015年 奈良県は商用光学衛星による砂防指定地監視を開始

2016年 宇宙２法（宇宙活動法、衛星リモセン法）成立

2017年 高頻度観測用の光学衛星サービス開始（PLANET）

トンネル工事向けの干渉解析による地表面監視サービスを開始（TerraSAR-X）

2018年 7月豪雨、胆振東部地震で被災概況把握に“自動抽出”“AI”活用開始

2020年 政府は宇宙基本計画改訂＆衛星リモセンＴＦ”公共利用加速”

光学衛星

レーダー衛星（SAR衛星）

© PASCO CORPORATION ,original data provided by JAXA
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第102号）

products © 2018 DigitalGlobe, Inc.

←現在世界で最も解像度
の高い 30cm画像

阿蘇火山噴火の降灰域を判読

↓熊本地震における崩壊地変化

共に © AIRBUS DS / Spot Image

SAR 右上・右下図共通 © 2017 DLR, Distribution Airbus DS / Infoterra GmbH, Sub-Distribution [PASCO]

← 北海道胆振東部地震における
干渉SAR解析
地盤沈下や液状化状況の把握

国総研による紀伊山地
深層崩壊偏波解析の例 →

←九州北部豪雨における
カラー合成例

光学衛星

ALOS-3

SAR衛星

ALOS-2

衛星利用は“安全保障”の領域で広く活用され、民生領域では、2011年東日本大震災以降に実利用への動きが加速。

コンテンツサービスや研究用途利用は以前から多く見られたが、過去４～５年程度から急速に「サービス化」が進展。

ビックデータとしての衛星データはＡＩとの親和性が高く、いち早く実利用を展開している状況。

【株式会社パスコ 画像提供】【経済産業省及びJAXAHPから引用】 37



打上予定の日本の地球観測衛星

経済産業省 オープン＆フリー
「宇宙産業ビジョン2030」や「未来投資戦略2017」などの政策文書
において明示される宇宙データの積極的活用の方針を踏まえ、「政府
衛星データのオープン＆フリー化及びデータ利用環境整備に関する検
討会」を開始（2017）。

内閣府（宇宙） 衛星リモセンタスクフォース
今後3年間にわたり、衛星データの適用が合理的な業務においては、
民間に率先して公共利用を加速。（2020）

ポイント 1. 政府衛星データ中心にオープン＆フリー施策
2．3年間で公共利用加速の方針

次期 JAXA 先進光学衛星 「ALOS-3」

次期 JAXA 先進レーダー衛星 「ALOS-4」

地上分解能80cmと、観測幅東西70kmの広
域観測を両立する最新衛星
緊急時は首振により24時間以内に撮影
基本観測計画により定常的に観測を実施
可視近赤外6バンドの情報を取得
再回帰日数35日（年10回日本全域撮影予定）

広域を高分解能に定期観測可能な国産衛星

http://www.satnavi.jaxa.jp/project/senshin/

現行だいち2号との継続的干渉SAR解析が可能（予定）な国産衛星
ALOS-3に続き打上予定

日本が得意とするLバンド合成開口レーダー
(=SAR)衛星（だいち2号後継機）
解像度3mを維持しつつ最大200km幅の
広範囲観測を実現
基本観測計画により定常的に観測を実施し
ベースマップを作成
船舶監視に活用されるAISを搭載

http://www.satnavi.jaxa.jp/project/senshin_radar/

宇宙データプラットホーム TELLUS（テルース）

政府衛星データのオープン＆フリー事業
（2018年度～2020年度）

衛星データの利用を民間に率先して進める等、衛星
データの利用拡大に取り組む！

３年程度を加速期間と位置付け、衛星データ
の利用に集中して取り組む！方針１

合理的であると判断された場合には、業務手順
書に衛星データの利用を推奨！方針２

ベストプラクティスの共有など衛星データの利用
拡大に向け政府・自治体連携！方針３

内閣府を中心に衛星データ利用促進の施策が実施されている状況。

今後、JAXAにより、高分解能・広域観測・高品質な先進光学衛星「ALOS-3」の打ち上げ予定。

【経済産業省及びJAXAHPから引用】 38



大規模災害に対する国の動き

衛星活用ガイドブック
JAXAと国土交通省（水管理国土保全局）は、災害時の
人工衛星活用ガイドブックを作成し、公開。

SIP防災減災
SIP防災減災のうち「II. 被災状況解析・共有システム開
発」において、大規模災害時初動における衛星活用手法
を開発中。

防災科研 HPから引用
https://www.nied-sip2.bosai.go.jp/research-and-development/theme_2.html

「第2期SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）防災・減災」における衛星活用の動き。

「防災基本計画」に“災害発生時に人工衛星による情報手段を活用する体制の整備の推進”が記載され「活
用ガイドブック」公開。

国交省 HPから引用
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000944.html
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参考情報：静止衛星と地球観測衛星

日本の静止気象衛星であるひまわり(8号、9号）の解像度は500m／画素
地球観測衛星は高解像度（光学の商用で最高は30cm／画素)を実現するために、高度数500～
900kmから撮影

引力に逆らい同一高度を保つために、地球上を秒速6~7kmで周回（約100分/周）
地球の自転に伴い、少しずつ軌道を変えることで全球を撮影できる。

1基の光学衛星が昼間に同一箇所を撮影できる機会は0~1回/日

（参照：国交省・JAXA「災害時の人工衛星活用ガイドブック」）
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000944.html
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流木等海上浮遊物の把握（平成23年東日本大震災）

平成23年3月13日(震災翌々日早朝に撮影)し、海上漂流物の集積地を把握。
【株式会社パスコ 画像提供】 41



平成30年 台風21号 神戸港付近 50㎝解像度衛星撮影画像

◆港湾の迅速な被災状況の把握（平成30年台風21号）

【株式会社パスコ 画像提供】- 42 - 42



◆流木等海上浮遊物の把握（瀬戸内海多度津沖）

【株式会社パスコ 画像提供】
43



海は波により干渉性が損なわれます
（コヒーレンスの低下）

干渉性を損なう比較的大きな変化が生じていること
が推測されます。（コヒーレンスの低下）

干渉紋から沈降傾向が推定されます

◆地震による変状把握(北海道胆振東部地震)

© PASCO CORPORATION ,original data provided by JAXA
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第102号）

干渉SAR解析は、同軌道から得られた複数時期のレーダー衛星データを干渉処理することで、地表面の沈下・隆起等
の変位情報を取得する技術です。
位相情報の利用によりLバンドの場合数cmの変位を広域把握可能であり、衛星解析の種類としてはレーダー衛星に
特有の技術となります。
LC InSARは干渉SAR解析結果とコヒーレンス解析結果を当社が独自に組み合わせた解析手法です。

2018年9月6日観測データによるLC-InSAR（干渉SAR）解析図

【株式会社パスコ 画像提供】- 44 - 44


