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4 日常点検における新技術の活用方法（簡易調査／簡易項目） 

4.1 従来の日常点検の概要 
⽇常点検は全施設を対象に、陸上⽬視で可能な範囲をすべて対象とし、年 1 回以上実

施することとされている（⽔産基盤施設の維持管理点検マニュアル）。定量的な評価のた
めの調査は定期点検で確認するため、⽇常点検では新たな⽼朽化の発⾒、および既往の変
状の中から代表的な変状の⽼朽化の進⾏状況の把握による調査内容の重点化を図るもの
とする。 

 
【解説】 

⽇常点検で実施する簡易調査（簡易項⽬）時の陸上⽬視調査は、⽼朽化の進⾏確認と新た
な⽼朽化の進⾏箇所の発⾒を⽬的に⽇常的に実施するものである。しかし、対象施設の規模
が⼤規模になるほど調査に作業時間と労⼒がかかり、⼀⽇に限られた量しか点検すること
ができない。特に、陸から隔てられた沖防波堤や天板幅の狭い護岸などの施設では、⽇常的
に作業員の⽴ち⼊りが困難であり、点検の難易度が⾼い。 

表 4-1 日常点検の実施内容 

⽬的 ⽼朽化の進⾏確認、新たな⽼朽化の進⾏箇所の発⾒ 
内容 代表的な⽼朽化の進⾏・新たな⽼朽化箇所の発⾒を⽬的とした踏査および

陸上⽬視 
【健全度 A・B の施設】 
・代表スパンを選定し、写真撮影と状況の記録 
・踏査を⾏い新たに発⾒した変状の写真撮影と状況の記録 
【健全度 C・D の施設】 
・踏査を⾏い新たに発⾒した変状の写真撮影と状況の記録 

実施範囲 全施設全スパンを対象 
実施時期 おおむね 1 年に 1 回以上 
様式 ⾒直しした点検内容に沿った⽇常点検の新様式を使⽤する 

・起点終点写真 
・変状写真（代表的な変状） 
・変状の位置を⽰すスパン番号 

備考 漁港施設の利⽤頻度の⾼い漁業者に加え、建設業者等の利⽤者に施設の変
状について情報提供してもらう協⼒体制を構築する 

※⽔産基盤施設の維持管理点検マニュアルより引⽤ 
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4.2 新技術活用に適した施設・変状 
⽇常的な陸上⽬視調査では、UAV の計測により代替可能な場合が多い。特に、従来の

⽬視点検では⽴⼊困難であった沖防波堤等で有効である。 
 
【解説】 

UAV による計測では、点検に時間と労⼒を要する⼤規模施設の陸上・海上部点検に適し
ている。また、点検実施者によって精度が異なる「ひび割れ」についても⼀定の精度で検出
することが可能である。 

このため、年１回以上の頻度で実施する⽇常点検の簡易調査（簡易項⽬）においては、対
象施設の既知の健全度がＣ・Ｄ判定の場合は UAV で新規ａ・ｂ判定の発⾒が可能であり、
既知の健全度がＡ・Ｂ判定の場合にも必要に応じて代表スパンのみ⽬視点検を実施すること
が、安全且つ効率的である。 

ただし、対象施設が⼩規模な場合等については、従来の陸上⽬視調査を実施することが望
ましい。 
 

 
図 4-1 簡易調査（簡易項目）における標準的な新技術適用フロー 

 
 
  

UAVによる新規a･b判定の発⾒UAVによる新規a･b判定の発⾒

対象施設の健全度が
Ｃ・Ｄ判定である

NO（Ａ・Ｂ判定）

NO（変状情報なし）

従来の陸上⽬視による全スパン点検

エプロン、上部⼯、本体⼯、消波⼯
（陸上部）

既知の変状情報がある
（２巡⽬以降の点検）

対象施設が⻑⼤
または⽴⼊困難である

NO（⼩規模、⽴⼊容易）

YES

YES

YES

（必要に応じて）⽬視による代表スパン点検
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また、⽇常点検では、「⽇常点検シート」に従って変状状況を記載する。特に外郭施設（防
波堤）では、⼩規模な上下⽅向の変状（移動・沈下）と⽔⾯際の変状以外はすべて UAV で
計測することが可能である。 
 

表 4-2 日常点検シート（外郭施設（重力式・矢板式・杭式））と UAV の適用性 

 
〇：UAV 撮影画像のみで点検可能、×：点検不可 

 
  

対象施設 調査位置 UAVの適⽤ 備考
移動 ⽔平移動 〇 標定点設置により精度向上
沈下 ⽬地のずれ、段差 〇 20cm以上

本体⼯ 〇
施設法線 〇 標定点設置により精度向上
⽮板・杭 × ⽔⾯際は計測困難
消波⼯ 〇 標定点設置により精度向上
上部⼯ 〇
消波⼯ 〇 標定点設置により精度向上

護岸の場合 背後地 〇 20cm以上

⽼朽化の種類

施設全体

コンクリートの劣化、損傷

コンクリートの劣化、損傷

移動・沈下、損傷・⻲裂

重⼒式防波堤
重⼒式護岸

共通

陥没、吸出し

⽮板式防波堤
杭式防波堤
⽮板式護岸

凹凸、出⼊り
腐⾷、⻲裂、損傷等

移動・沈下、損傷・⻲裂
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4.3 活用方法と期待される効果 
⽇常点検において、UAV を活⽤した調査を実施することで、新たな⽼朽化の発⾒が可

能となる。 
 
【解説】 

⽇常点検においては、UAV により施設全体の移動や新たなコンクリートの損傷等の⼤規
模な変状の発⾒と既知の変状の進⾏を把握することが可能である。特に、船舶からの上陸が
必須な沖防波堤や作業員の上陸が困難な透過式ブロック構造の施設では、陸上からの遠隔
操作（⾼度 10ｍで⽬視操作する場合は距離 200m 以内が推奨）でも点検することが可能で
ある。 

さらに、既知の変状情報がある 2 巡⽬以降の点検で、対象施設の健全度が C・D 判定の
場合には、UAV での点検による対応で必要な精度は確保できる。UAV による計測では、写
真による定量的な評価が可能であるため、⽼朽化の進捗（特に a・b 判定となる変状箇所）
を発⾒することに適している。 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 
■陸上⽬視点検と UAV の計測事例（外郭施設） 

沖に位置する⼤規模な防波堤や作業員の上陸が困難な透過式ブロック構造施設等での点
検では、UAV の計測により変状の発⾒が可能である。 
 

  
図 4-2 重力式防波堤（遠隔操作）での計測事例 

 

 
図 4-3 離岸堤での計測事例 

  

陸上⽬視計測結果：ひび割れ 
B=1.0~1.5mm 

 
UAV 計測結果：ひび割れ 

B=1.8mm 

7.6m 2.4m 
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4.4 技術的留意点 
⽇常的に利⽤者の多い施設では、特に安全確保に努める。 

 
【解説】 

UAV を使⽤した⽇常点検では、UAV のみでの点検を実施し、⽼朽化の発⾒・進⾏（特に
a・b 判定となる変状）を把握することを想定している。⽇常的に作業員の出⼊り・上陸が
困難な施設での点検においては、作業員の安全確保と作業時間の短縮をはかることが可能
である。 

⼀⽅で留意点として、陸から隔てられた沖防波堤や⼤規模な施設の点検を UAV で実施す
る際には、使⽤する UAV の可動範囲（バッテリー残量、操作信号受信範囲等）を確認し、
落⽔に注意する。また、釣⿂⽬的等の利⽤者が多い施設や、電線・照明等の UAV 可動範囲
内に設備がある施設での計測は、安全を⼗分に確保した上で⾏う。その際には航空法等の関
係法令に加え「無⼈航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な⾶⾏のためのガイドライン（令
和元年８⽉ 23 ⽇ 国⼟交通省航空局）」を遵守する。 
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5 臨時点検における新技術の活用方法（簡易調査／簡易項目） 

5.1 従来の臨時点検の概要 
臨時点検は、全施設全スパンを対象とし、⾼波浪、地震、船舶の衝突が発⽣した場合、

施設の変状や損傷の有無等の把握のために実施することとされている（⽔産基盤施設の
維持管理点検マニュアル）。災害発⽣後可能な限り速やかに実施し、点検内容は⽇常点検
に準じて⾏うものとする。 

 
【解説】 

臨時点検で実施する簡易調査（簡易項⽬）時の陸上⽬視調査は、施設の変状の有無の把握
を⽬的として、被災規模（変状量）の把握が早急に求められている。しかし、災害直後では、
施設そのものが脆弱になっている可能性があり、作業員の⽴ち⼊りが困難な場合がある。 

また、陸上からの⼤量の流出物や流⽊により船舶の航⾏が制限され、河川出⽔や海底巻き
上げによる濁りの影響で⽔中視界が極度に低下するため、海上⽬視・潜⽔⽬視についても安
全確保の観点から困難である。 
 

表 5-1 臨時点検の実施内容 

⽬的 ⾼波浪、地震、船舶の衝突等が発⽣した場合、施設の変状の有無の把握 
内容 全施設について、⽇常点検と同様の点検を実施 
実施範囲 全施設を対象 
実施時期 事案発⽣後可能な限り速やかに実施 
様式 点検結果を踏まえ、⽇常点検において⽰されている様式で点検記録を作成

する 
備考 ― 

※⽔産基盤施設の維持管理点検マニュアルより引⽤ 
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5.2 新技術活用に適した施設・変状 
臨時点検は⽇常点検における考え⽅に準ずるが、臨時点検では被害状況の迅速な把握

が必要な施設が⽴⼊制限等の状況となる場合があり、そのような場合には新技術を活⽤
した遠隔点検が有効である。 
 

【解説】 
臨時点検における考え⽅は、⽇常点検における考え⽅に準ずる。 
特に、作業員による⽴⼊りが困難な場合や、被災直後で安全の確保が困難な状況でも、作

業員を伴わずに遠隔（視認可能な距離：500m 程度を推奨）から俯瞰して状況を把握するこ
とができる UAV による点検が有効である。また、⽔中⾳響機器は、濁りや流速に影響され
ないため、海況安定後すぐに計測することが可能である。さらに UAV と併⽤することで、
陸上部に加えて⽔中部の⾯的な被災状況も迅速に取得することが可能であるとともに、次
回点検時に変状規模が迅速且つ定量的に把握可能である。 
 
 
---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 
■センシング技術での陸上・⽔中状況の統合 

UAV で撮影し点群化した陸上データと、⽔中⾳響機器で計測した⽔中点群データを統合
することで、対象施設の陸上・⽔中状況をシームレスに把握することが可能である。さらに、
移動計測⽤の陸上 3D レーザーを船舶に搭載することで、陸上・⽔中を同時に 3 次元計測を
⾏うことができ、現地作業の更なる効率化が可能である。 
 

 
図 5-1 重力式防波堤のデータ統合例 

（左：UAV＋水中音響機器、右：陸上 3D レーザー＋水中音響機器） 

  

水面 

陸上3Dレーザー＋水中音響機器 

水面 

被覆ブロック 
めくれ

UAV＋水中音響機器 
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図 5-2 離岸堤のデータ統合例（UAV＋水中音響機器） 

 

 
図 5-3 矢板式係船岸のデータ統合例（陸上 3D レーザー＋水中音響機器） 

  

水面 

陸上3Dレーザー＋水中音響機器 

UAV＋水中音響機器 

海上部 

ブロック散乱 
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5.3 活用方法と期待される効果 
臨時点検において、新技術を活⽤した調査を実施することで、⽴⼊制限等となっていて

も被災箇所や規模を迅速かつ安全に把握することが可能となる。また、取得した点群デー
タから被災状況の迅速かつ定量的な評価が可能となる。 
 

【解説】 
臨時点検においては、新技術のみで施設全体の状況把握を短時間で⾏うことができる。ま

た、統合した点群データから任意の断⾯を取り出して設計図⾯を合成することで被災状況
の定量的な評価ができ、対策⼯法の検討や概算費⽤の算定の基礎資料として活⽤すること
も可能である。 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 
■離岸堤の被災を想定した臨時点検例 

新技術によって取得した点群データは、任意の断⾯を取り出して設計図⾯と⽐較するこ
とが可能である。 

 

 

図 5-4 離岸堤での臨時点検例  

A 

Aʼ 

A Aʼ 

平面図 

断面図 

 

 

ブロック散乱箇所 
UAV データ 

散乱（移動） 

沈下 ― UAV 

― 3DS 

― 横断面図 

単位：m 

 

A 

UAV 

A’ 

点群データ 

散乱 

3DS 

散乱 
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5.4 技術的留意点 
災害直後は、安全確保に努めた上で計測を実施する。 

 
【解説】 

臨時点検では、新技術のみの点検を実施、被災状況を短時間で把握することを想定してい
る。従来の作業員による⽬視計測よりも安全に実施することが可能である。天候急変による
強⾵や、出⽔によって船舶の航⾏が妨げられる障害物（流⽊、がれき類）が多く放出された
場合等も想定されるため、計測は安全の確保を⼗分に⾏った上で実施する。 
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6 安全管理対策 

6.1 UAV 

6.1.1 関連法令 

UAV を⾶⾏させる場合には、⾶⾏禁⽌区域や⾶⾏の⽅法に関する航空法のルール、関
係法令および地⽅公共団体が定める条例を遵守する。また、当該ルールの順守に加えて、
「無⼈航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な⾶⾏のためのガイドライン（令和元年
８⽉ 23 ⽇ 国⼟交通省航空局）等」を踏まえ、安全に⾶⾏させることが必要。 

 
【解説】 

主な関係法令は以下のとおりである。 
 

 航空法 
以下の空域のように、航空機の⾶⾏の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合
に地上の⼈などに危害を及ぼすおそれが⾼い空域において無⼈航空機を⾶⾏させる場合に
は、あらかじめ地⽅航空局⻑の許可を受けること。 
①地表⾯または⽔⾯から 150m 以上の⾼さの空域 
②空港周辺の空域（空港やヘリポート等の周辺に設置されている進⼊表⾯、転移表⾯もしく
は⽔平表⾯⼜は延⻑進⼊表⾯、円錐表⾯もしくは外側⽔平表⾯の上空の空域） 
③⼈⼝集中地区の上空 
 

 
図 6-1 航空法に基づいた無人航空機の飛行方法 

航空法（昭和 27 年 7 月 15 日法律 231 号、平成 29 年 6 月 2 日改正）より引用 
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 ⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法 
①国の重要な施設（国会議事堂、内閣総理⼤⾂官邸等）、②対象外国公館等、③対象原⼦⼒
事業所などの対象施設の敷地⼜は区域の周囲 300ｍでは、⼩型無⼈航空機等の⾶⾏を禁⽌す
ること。 

 
 道路交通法 
UAV が道路上を跨ぐ⾶⾏をする場合、航空局に道路交通法の道路占有許可申請を⾏い、交
通規制をすること。無⼈航空機の離着陸場所を道路上に設定する場合および無⼈航空機が
道路上空を横切るまたは、⾶⾏する場合には道路交通法に留意する。 
 
 個⼈情報保護法 
UAV で撮影した映像や写真上に個⼈を特定するものがあることが想定される。撮影の際に
被撮影者の同意を取ることを前提とし、同意をとることが困難な場合は、以下のような措置
をとること。 
①⼈の顔や⾞のナンバープレート等はプライバシー侵害の可能性があるためモザイクを⼊
れる等の配慮をとること。表札、住居の外観、洗濯物その他⽣活状況を推測できるような私
物もプライバシーとして法的な保護対象となる。 
②無⼈航空機による撮影等インターネット上に公開するサービスを提供する電気通信事業
者は、削除依頼に対する体制を整備すること。 
 
 電波法 
電波法第 4 条より、無⼈航空機に搭載したカメラのファインダー映像を地上で受信して確
認する時等には、「無線局の開設をしようとする者は，総務⼤⾂の免許を受けなければなら
ない」が該当する。ただし、第４条の⼀と三に定める微弱無線局に関してはその限りでない。
また、特定省電⼒無線局の場合も発信機器に適合表⽰無線設備として技適マークが貼られ
たものを使⽤すること。 
 
 ⺠法 
⺠法第 207 条より、⼟地の所有権は、法令の制限内において⼟地の上下におよぶ。無⼈航
空機を⾶⾏させる際には、その⼟地を所有する地権者の承諾をとること。 
 
 産廃法 
無⼈航空機⾃体を廃棄する場合には、バッテリー等の扱いも含め産廃法の対象になるため、
むやみに不法投棄をしないこと。 
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6.1.2 作業手続き 

UAV の実施にあたり、事前に管轄する海域の海上保安部への確認を⾏う。 
 
【解説】 

対象施設の調査海域により、海上保安部への許可申請・届出が必要となる場合がある。
UAV の実施にあたり、事前に管轄する海域の海上保安部への確認が必要である。 

届出書の記載事例 
1. ⽬的および種類 
2. 機関および時間 
3. 区域または場所 
4. 調査⽅法 
5. 調査位置図、調査計画書（⼯程表、安全管理を含む） 
 
その他記載事項 
・落⽔対策：UAV の⾊、所有者、機種名、メーカー名、連絡先を機体に明記 
・落下した場合の回収⽅法：漁業協同組合の協⼒を得て⾃主回収する 
・作業周知：漁港管理者、市町村⽔産課等、漁業協同組合への作業周知  
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6.2 3DS および NMB 
6.2.1 関連法令 

⽔中 3D スキャナーおよびナローマルチビームを⽤いた測量に伴う、海上作業につい
ては、関係する法令等を遵守する必要がある。 

 
【解説】 

主な関係法令は下記のとおりである。 
① ⽔路業務法 
② 測量法 
③ 港則法 
④ 海上交通安全法 
⑤ 海上衝突予防法 
⑥ 港湾法 
⑦ 漁港漁場整備法 
⑧ 海洋汚染等および海上災害の防⽌に関する法律 
 
6.2.2 作業手続き 

⽔中 3D スキャナーおよびナローマルチビームの実施にあたり、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、調査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。 

 
【解説】 

管轄海上保安部への海上作業の許可申請は、原則、作業を⾏う１か⽉前までに、受注者
が管轄の港⻑⼜は海上保安部署等へ⾏う。⽔路業務法６条に該当する場合の申請は、所轄
の管区海上保安本部⻑へ⾏い、２つ以上の海上保安本部管轄海域にまたがる測量の場合
は海上保安庁⻑官へ申請を⾏う。 

この許可申請に基づき、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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7 個別新技術による点検手引き 

UAV、NMB、3DS の点検⼿法についてはそれぞれの⼿引きを参照すること。 
 

・UAV：無⼈航空機（UAV）を活⽤した⽔産基盤施設の点検の⼿引き（平成 31 年 3 ⽉） 
 
・3DS・NMB：センシング技術を活⽤した漁港施設の点検の⼿引き 

〜⽔中 3D スキャナーとマルチビームの活⽤〜（令和３年３⽉） 
 
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_gideline/index.html 




