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In this study, we develop a sensor terminal with multiple and various sensors named sensor pod,
which collects various environmental information at a construction site. The sensor pod is equipped
with a 3D-LiDAR and a vibration sensor, which can be used to predict the surrounding hazards and
evaluate the ground stiffness. In this paper, we introduce a method of evaluating ground stiffness using
the waveform distortion of multi-point synchronized vibration data obtained by the distributed sensor
pods.
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1 緒言
現在我々は「多様な環境に適応しインフラ構築を革新する協働

AIロボット」の研究開発を行っている [1]．ロボットを用いた無
人化施工によるインフラ構築では，施工現場での正確な環境情報
の取得が重要である．特に作業現場の空間的形状や重機や作業者
の位置などの作業環境の三次元情報，およびロボットの走行可能
性の予測に必要な地盤強度の評価は，安全な施工や危険箇所の判
別に不可欠である．作業環境の三次元情報をもとに，ロボットや
重機による効率的な作業計画や安全を担保した作業が実現できる．
また，客観的なデータに基づいて地盤強度を適切に評価すること
により，締固め作業終了の判定やロボットの安全な走行経路計画
が可能となる．そこで本研究では，作業環境の三次元情報の収集
と，転圧による地盤強度の評価の実現を目的に，振動計測センサ
や 3D-LiDAR を搭載した分散型センサポッドを開発する．本稿
では，開発した分散型センサポッドのシステムについて述べた後，
地盤評価手法の提案，実証実験の結果について報告する．

2 関連研究
転圧地盤の剛性評価は，現在でも転圧回数による方式が主流

であるが，より実際の地盤状況を反映した定量的な評価手法と
して，振動ローラの加速度応答に基づく方法 [2, 3] が提案され
ている．特に，転圧地盤の剛性増加に伴って振動ローラの加速度
波形が乱れる現象を利用する場合が多い．この現象は，剛性の高
い地盤に対して振動輪が跳ね上がり，地盤に衝突することで生じ
るものと考えられている．例えば，藤山ら [2]は，周波数スペク
トルに基づき加速度応答の歪み率を定量化した指標「乱れ率」を
提案している．振動輪の加速度波形に対して周波数スペクトル
分析を行うと，起振振動数に対するスペクトル S0 以外に，高調
波スペクトル S1, S2, S3, . . .，あるいは 1/2分数調波スペクトル
S′
0, S

′
1, S

′
2, S

′
3, . . . が卓越してくる．乱れ率は，3次までの高調波・

分数調波スペクトルと振動ローラの機械諸元 (フレーム質量m1，
振動輪質量m2，起振力 F )を用いて次式で定義される．

乱れ率 =

∑3
i=1 Si +

∑3
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′
i
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0

F/(m1+m2)g

(1)

また，周波数スペクトルに基づく別の地盤剛性指標として
CCV(compaction control value)がある．CCVでは，乱れ率 [2]
と同様に振動スペクトルの比を用いて，以下の波形歪みを定義し
ている．

CCV =
S′
0 + S′

1 + S1 + S′
2 + S2

S′
0 + S0

(2)

Fig.1 Overview of the sensor pod

しかし，これらの振動ロ一ラの加速度応答を利用した転圧地盤
の剛性評価手法は振動源である振動ローラにセンサを取り付ける
必要がある．そのため，地盤振動の計測精度やセンサの耐久性の
点で問題がある．

3 ハードウェア構成
開発したセンサポッドは，3D-LiDAR (Quanergy M8-Plus)，

360◦ カメラ (Ricoh Theta V)など，周囲環境のデータを取得す
るセンサを搭載している．また土木現場などの広域で情報を収集
するには，複数のセンサポッドのデータを統合する必要があり，
各センサポッドが設置された位置情報が不可欠である．そこで，
各センサポッドに GNSS受信機 (CORE Cohac∞ QZNEO)を
搭載し，Network-RTK-GNSS(docomo IoT 高精度 GNSS位置
情報サービス) による高精度自己位置同定を実現した．また，制
御用 PC として Intel 社の NUC を搭載した．センサポッドの全
体図を図 1に示す．開発したセンサポッドは，制御用 PC，バッ
テリーを本体であるカラーコーンに内蔵している．センサポッド
間の通信にはWi-Fi (2.4GHz)を用いており，有線接続の必要は
ない．
さらに，盤振動の計測のために高精度振動センサ (小野測器，

NP-7310)を搭載した．NP-7310は，x, y, z軸方向の振動が同時
に計測可能である．
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Fig.2 Example of a spectrogram computed from z-axis

acceleration signals

4 地盤評価の提案手法
本研究では，以下の 2つの手法により地盤剛性の評価を試みる．

1. 振動波の到達時間差による地盤評価手法
2. CCV による地盤評価手法

以下，それぞれの手法の詳細を説明する．

4.1 振動波の到達時間差による地盤評価手法
本手法では，FWD (Falling Weight Deflectometer) 試験機に

よって起振された地盤振動波の到達時間の差が締固め回数によっ
て変化する現象を利用して地盤の評価を行う．FWD 試験機は，
載荷板上に重錐を自由落下させることにより衝撃荷重を加え，振
動波を起振する試験機のことである．
まず評価を行う地盤に複数台のセンサポッドを配置する．そ

の後，FWD試験機により起振し，FWD試験機から最も近いセ
ンサポッドを基準として，その他のセンサポッドに振動波が到達
する差を計測する．計測した 3 軸データのうち地表の振動であ
る x, y 軸方向の振動のノルムを計算する．得られたデータから
ピークを求め，基準時間とする．次に，その他のセンサポッドへ
の到達時間差を求める．基準となるセンサポッドと同様にデータ
のピークを求め基準との到達時間差を求める．

4.2 CCVによる地盤評価手法
次に，複数台のセンサポッドによる多点同期振動データを用い

た地盤評価指標について述べる．まず，N 台のセンサポッドか
ら，振動ローラの走行時区間に対応する 3 軸の加速度波形が得
られる．次に，加速度波形に短時間高速フーリエ変換を適用し，
3軸のスペクトログラム {si,jt,f}を得る．ただし，i ∈ {1, . . . , N}
はセンサポッド番号，j ∈ {1, 2, 3} は軸番号，t は時刻，f は周
波数である．図 2に，10往復転圧後の単一センサ・単軸におけ
る原信号とスペクトログラムの例を示す．図 2では，当該センサ
ポッドを通過する 17秒付近で加速度がピークを持ち，スペクト
ログラムでは高調波が発生していることがわかる．さらに，得ら
れたスペクトログラムを次式にしたがって軸合成を行う．

s̃t,f =
1

N

N∑
i=1

√√√√ 3∑
j=1

(si,jt,f )
2. (3)

得られた合成スペクトログラム s̃t,f に対して時刻 t ごとの波
形歪み率を計算する．本研究では，波形歪み率として第 2章で紹
介した CCVの定義式を採用する．最終的に振動ローラの走行経
路に対応した時系列 CCVを得る．

Fig.3 The layout of the sensor pod

Fig.4 Experiment setup in an outdoor field

5 実験
九州大学伊都キャンパス内に設けられた野外実験場にて，振動

ローラ (SAKAI SV514D)，FWD試験機 (東京測器研究所 FWD-
Light)，分散型センサポッド 4台を用いたデータ取得実験を行っ
た．本実験では，各センサポッドの正面で FWD試験を行い，重
錘の衝突振動を計測する．また，地盤を転圧する振動ローラの振
動も計測する．実験は，振動ローラを用いて地盤を 10往復転圧
し，2往復ごとに FWD試験を実施し，振動を計測した．センサ
ポッドの配置図を図 3，実験の様子を図 4，上空からの実験の様
子を図 5に示す．
5.1 振動波の到達時間差の結果

FWD試験を行った地点から最も近いセンサポッド (センサ位
置 1)を基準とし，そのほかの 3台 (センサ位置 2，3，4)までの
到達時間を計測した．実験の結果を図 6に示す．
図 6 から分かるように転圧回数が増え，地盤強度が増すと到

達時間が一定になる．実験の結果，振動の到達時間差と地盤強度
には相関関係があると考えられる．本実験では，4回の転圧で十
分な地盤強度が得られた可能性がある．
5.2 CCVの結果
図 7に，振動ローラの走行時間に対応する (a) 単体のセンサ

ポッド 4で算出された CCV，および (b) 4台のセンサポッドを
式 3 にしたがって統合した CCV を示す．また，図 7(a)(b) の
点線は 4 台のセンサポッドを通過する時刻を示している．いず
れの結果も転圧回数の増加にしたがって各時刻における CCVが
増加し，一定値に収束している．また，振動輪から直接計測した
従来の CCVの結果を図 7(c)に示す．ただし，図 7(c)の時刻は
図 7(a)(b)の 10～30秒付近に対応している．このように，従来
の CCVでも転圧回数により値が収束する傾向が見られるが，外
部に設置したセンサポッドを用いた場合（図 7(a)(b)）のほうが，
収束の傾向が顕著にみられることがわかる．一方で，図 7(a)の
単体のセンサポッドで計測した CCVでは，センサポッドと振動
ローラの距離によって傾向が大きく異なっている．特に転圧回数
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Fig.5 Experiment setup in an outdoor field taken from

above

Fig.6 Arrival time difference of vibration wave

に関する CCVの弁別性に着目すると，計測するセンサポッドか
ら離れた特定の位置で高い傾向がある．それに対して図 7(b)の
4台のセンサポッドを統合した CCVでは全域で転圧回数に関す
る弁別性の改善が見られる．

6 結言
本稿では，土木施工現場の環境把握を目的に，現在開発してい

る分散型センサポッドについて紹介した．また開発した分散型セ
ンサポッドを用いて，振動ローラ，FWD試験機による地盤振動
を計測し，センサポッドによる地盤評価手法について有効性を示
した．今後，より高精度な地盤評価の実現を目指すとともに，イ
ンフラ構築を革新する協働 AI ロボットの実現を目指す．
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(a) CCV measured by a single sensor pod (Sensor 4)

(b) Integration of four sensor pods (Eq. 3)

(c) Conventional CCV measured by the sensor on the

roller

Fig.7 CCV based on our distributed sensor pods.
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