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増殖場配置計画へのナロー
マルチビームとROVの活⽤

９．日向灘沿岸地区の漁場調査 件名 平成29年度 日向灘沿岸地区日向灘
沿岸漁場漁礁調査・設計業務

発注者 宮崎県農政水産部漁村振興課

受注者 国際航業株式会社

⼯種 測量︓２km2

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲

沿岸漁場資源の増殖および持続的な利⽤を図るため、水産資源増殖場の実態把握を⾏う必要がある。そこで、水産資
源増殖場において、広域な対象海域の海底地形および既存⿂礁の状況を効率的に把握するために、ナローマルチビーム
とROV（Remotely Operated Vehicle︓無人潜水機）を活⽤した増殖場調査を⾏い、取得データを基に⿂礁の配
置計画を⾏った。

ICT活⽤従来

ナローマルチビームは海底地形、⿂礁位置の把握、ROVは⿂礁の埋没や⿂介類の蝟集、付着物の状況把握を目的とし、
広範囲を効率的かつ面的（点群）なデータ取得に活⽤した。

【ナローマルチビーム調査】 【ROV調査】

【取得データ】 深浅図や水中写真

【現地】

【潜水調査】

注）従来の事例データは未収集のため図写真は
イメージ

最大水深が50m超のため従来でも潜水調査は困難であるが、参考として潜水調査を従来の場合としたICT活⽤との⽐
較を記載する。

従来の場合＊１） ICT活⽤の場合 効果
費⽤（人件費含む） － － －

⼯期 3日 1日 2日の短縮（2k㎡当たり）
仕事量 潜水士2人＋上回り員2人＝4人 調査員2人 2人の省人化

精度 － － 精度は同程度。潜水士を介さず現地モニタでタ
イムリーに状況把握が可能

業務の軽減・効率 － － 潜水調査削減による労⼒及びリスク軽減による
安全性の向上

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
陸上 海上 水中

浅場 深場
✕ ✕ △ ○

調査 計画 設計 施⼯ 維持管理
測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

【シングルビーム測量】

■海底地形の把握
■⿂礁位置の把握（⿂礁配置等）

■⿂礁の埋没・洗堀状況把握
■蝟集⿂介類の把握
■付着⽣物、付着漂流物の把握

＊１）H27年4⽉「漁港漁場関係⼯事未制定歩掛」漁港漁場関係積算施⼯技術協議会より算出

66%
短縮

50%
省人

水深図

水中部においては目的に応じおおよそ適⽤可能。
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ICT活⽤の現状

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓入札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○⿂礁の配置計画にあたっては、ナローマルチビームで取得した3D画像をPC上で回転させながら検討することで理解しや

すくスムーズに配置計画を検討できた。

適⽤条件

【ナローマルチビーム】

実施フロー

①艤装・テストラン

①GNSSによる海上位置計測
②海底地形の計測（検潮）

①各種補正、ノイズ処理
②図化(モザイク図、水深図等)

１．艤装・準備

２．現地調査

３．とりまとめ

【モザイク図と編集画像】

【ナローマルチビーム】

①船舶が安全に航⾏可能な水深（約3m以深）の確保ができない場合
②後方散乱強度が取得できない機種の場合（本機種はサイドスキャンソナー機能を有する）

ナローマルチビームで計測して得られた3次元データとROVで撮影した画像を活⽤し、⿂礁の配置計画を検討した。3D画
像を利⽤しての検討は非常に有効な手段となった。

①マルチビームを⽤いた深浅測量マニュアル（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版
②3次元データを⽤いた出来形管理要領（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版
③3次元データを⽤いた港湾⼯事数量算出要領（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版

【完成度】︓ナローマルチビームによる水深測量は、測量マニュアルや積算基準も整備されており、国土交通省や海上保安部で使⽤されており
完成度は⾼い。

【普及度】︓1983年に商業⽤として海上保安部で初めて使⽤されて以来、多くの機種が競合し⺠間においても普及度は⾼い。
【標準化】︓ナローマルチビームによる水深測量は標準化され、機器仕様や要求精度の規定がある。よって、国土交通省の基準類を参考に目的

に応じた活⽤方法を発注者と協議のうえで使⽤した。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

【⿂礁配置計画】

【ROV】
①機器の準備

①対象地点へ移動
②撮影・観察・記録

①記録データをPCへ移動
②編集

機器仕様

【ROV】

1

2

1

2

魚礁の埋没状況

底質の様子

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし

規格・性能
使⽤深度︓100m以上
速⼒︓2ノット以上
カメラ解像度︓有効画素数35

万画素以上

規格・性能
可測深度︓500m
レンジ分解能︓0.6cm
周波数︓190-420kHz
受信ビーム数︓512点

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

【⿂礁配置検討】
■3D画像を回転させ、多方向から
現状確認し最適配置を検討

1 既設魚礁
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤（人件費含む） － － －

⼯期 約0.3k㎡ 約30k㎡ 100倍（1日当たりの外業量として）

仕事量 操船者＋オペレータ2人 操縦士＋撮影士 －

精度 陸上、水域ともに作業規定の基準を満足 メッシュデータ、標準偏差30cm 実測には及ばないが同程度

業務の軽減・効率 浅い水深では非効率 計測密度1点／㎡（透明度による） －

土砂処分計画へのALBと無人
ボートを活⽤した地盤計測

１０．中城湾港測量業務 件名 平成29年度中城湾港測量業務

発注者 内閣府沖縄総合事務局那覇港
湾・空港整備事務所

受注者 アジア航測株式会社

⼯種 土砂処分場︓0.6k㎡

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲

沖縄県中城湾港泡瀬地区においては、地域活性化の新たな拠点として期待される人⼯島の埋⽴事業が進む。本事業
は計画的な土砂投入による⼯事の進捗把握が求められ、埋⽴地の地盤⾼を正確に測量することが必要である。埋⽴に
は海底土砂が⽤いられ、これらは海水を含み、現場は軟弱地盤のため人の⽴ち入りができず、水深も浅いことからボートで
の進入も困難である。そこで、 ALB（Airborne Lidar Bathymetry︓航空レーザ測深機）と測深機搭載型の無人
リモコンボートを併⽤し、水域を含めた地盤⾼を⾼精度で計測することを目的とした。

ICT活⽤従来

本技術の導入によって、従来、水深が浅くボートが進入できない場所、軟弱地盤であることから人が直接進入することも
困難な場所で⾼精度の水域を含む地盤⾼の測量を実施することが可能となる。

■水深0.3m以浅︓ALB
■水深0.3m以深︓無人ボート

水域を含み軟弱な地盤が広がる土砂処分場
【現地】

■水深が浅いため、ボートの進入困難
■軟弱地盤のため、人の進入も困難
■水域を含む地盤⾼の⾼精度測量は困難

【現地】 無人リモコンボートALB（航空レーザ測深機）

測深航跡

埋め⽴て事業における事例がなく⽐較できない。参考として水深3m以浅のナローマルチビーム測深との⽐較を記載する。

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
陸上 海上 水中

浅場 深場
○ ○ △ ×

調査 計画 設計 施⼯ 維持管理
測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

撮影年⽉︓平成29年9⽉

P 19



【リモコンボートのソナーデータによる補間前後の標⾼段彩図】

ICT活⽤の現状

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。詳細は別途「資料編」を参照されたい。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓入札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声

【ALBによる計測コースと精度確認】
水域を含む軟弱地盤のため、より⾼い精度確保が必要。
よって計測コースを通常の東⻄6コースに南北3コースを追加
し全9コース×2回＝18コースとした。

実施フロー

①レーザで地面と水面までの斜距離を計測
②航空機の位置はGNSS測量で計測
③ジオイドモデルで標⾼へ変換
④標⾼から水深（最低海面）へ変換

①水深30cmより深い水域の測深
（濁りにより透明度が悪いため無人リモコンボートによる

測深で補完）

１．ALBによる測量

２．無人リモコンボートによる計測

【2時期のALBによる地盤⾼の差分図】

３．とりまとめ

①過年度の地盤⾼から差分図を作成
②差分図から土砂の投入推移や土砂の整地等により増
減を⽰す地盤⾼の変化を確認
③加えて土砂の変化量等を把握
④現況の地盤⾼と計画地盤⾼との差分分析を⾏い、土
砂量の過不足を可視化する。

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①水深帯（20m以上の水深部） ②水質（濁り、緑⾊光を吸収する茶⾊い水⾊）
③海象・気象（荒天、⾼波浪、砕波帯） ④海底地形（浮泥堆積や⾼密度の海藻繁殖）

ALBは陸上のレーザ計測に使われてきた近⾚外レーザとともに水中を透過するグリーンレーザを航空機から同時照射して、
対象地形を陸上から水中までシームレスに取得できる。今回のような人や船が⽴ち入れない条件下では、ALBは⾼密度な
面的データを一度に計測できるため、地盤⾼を踏まえた土砂処分計画への効率的な活⽤が可能な技術である。

○上空からのアクセス以外が困難な場合は、圧倒的に有効な技術である。
○一方、この程度の範囲であればUAVの方が手軽に活⽤できる。（機器の積載可能が条件となる。）

①航空レーザ測深機を⽤いた公共測量マニュアル（案）／国土地理院，平成31年3⽉
②水路測量業務準則／海上保安庁，平成26年3⽉（一部改訂）

【完成度】︓国土交通省のNETISにALB関連で数件の登録がある。本事例の業務は那覇港湾・空港整備事務所⻑より優秀業務業者・優秀
業務技術者表彰をされていることからも完成度は⾼い。

【普及度】︓ALBを所有する企業は2020年3⽉現在において5社であり普及しつつある。
【標準化】︓公共測量マニュアル（案）として整備され標準化が進⾏中。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤（人件費含む） 16,435万円（北下浦漁港のみ） 320万円（4漁港すべて） 16,115万円の縮減効果
（全漁港で⽐較するとさらに縮減効果向上）

⼯期 － 測量日数は2日 測量日数で考えれば相当数短縮される
仕事量 オペレータ2人＋操船者 撮影士＋操縦士 －

精度 － 汀線際についてもナローマルチビーム並み
の精度 －

業務の軽減・効率化 浅い水深では非効率 計測密度1点／㎡（透明度による） －

その他 成果︓汀線図、深浅図 成果︓従来＋航空写真、陸水域3Dモ
デル

さらに海上保安部、国土地理院でも把握でき
ない測量成果を上げることが可能

漁港施設の機能保全計画
へのALBの活⽤

市が管理する4漁港は9地区137施設が10km×6kmの広範囲に点在している。今後も広範囲な漁港施設を継続して
維持管理していくことを鑑み、3次元データによる管理が有効であると判断し、ALB（Airborne laser Bathymetry︓
航空レーザ測深機）を活⽤した。

従来、さまざまな手法の組み合わせで実施していたものを、ALBの活⽤により圧倒的な費⽤縮減や⼯期短縮などの効果
がみられた。

１１．横須賀市管下4漁港機能保全計画 件名 平成29年度横須賀地区機能保全
計画策定業務

発注者 横須賀市

受注者 株式会社パスコ

⼯種 水産基盤施設整機能保全計画
水域施設︓４漁港（9地区）

98％
縮減

ICT活⽤従来

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲

従来は陸上測量や深浅測量、測量船が侵入できない浅瀬や岩礁域等は汀線測量と、さまざまな手法の組み合わせに
よりデータを取得した。ALBは広範囲を⾼密度かつ短時間に3次元データを一度に計測できる効率的な技術である。

北下浦漁港
⻑井漁港

佐島漁港

久留和漁港【対象漁港の位置】
【現場】

【取得データ】

深浅測量
陸上測量

汀線測量

【現場︓対象範囲】

３次元施設現況モデル

【取得データ】

【現場︓計測概要】

深浅図

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
陸上 海上 水中

浅場 深場
○ ○ △ ×

調査 計画 設計 施⼯ 維持管理
測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①水深帯（20m以上の水深部） ②水質（濁り、緑⾊光を吸収する茶⾊い水⾊）
③海象・気象（荒天、⾼波浪、砕波帯） ④海底地形（浮泥堆積や⾼密度の海藻繁殖）

注）従来の事例データは未収集のため図写真
はイメージ

近⾚外レーザは、
水面で反射

緑⾊レーザは、
水底で反射
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①航空レーザ測深機を⽤いた公共測量マニュアル（案）／国土地理院，平成31年3⽉
②水路測量業務準則／海上保安庁，平成26年3⽉（一部改訂）

ALBは陸上のレーザ計測に使われてきた近⾚外レーザとともに水中を透過するグリーンレーザを航空機から同時照射して、
対象地形を陸上から水中までシームレスに取得できる。従来は陸上測量や深浅測量、船が侵入できない浅瀬や岩礁域等
は汀線測量とさまざまな手法を組み合わせていたが、ALBは⾼密度な面的データを一度に計測できる効率的な技術である。

ICT活⽤の現状
【完成度】︓国土交通省のNETISに「航空機搭載型のレーザ計測により地形測量と深浅測量を三次元計測する技術」で登録あり完成度は⾼い。
【普及度】︓広域な計測は有効であるが狭域の場合は効果（特にコスト）が低いこともあり普及度は限定的。
【標準化】︓公共測量作業規定の準則および水路測量業務準則に従い実施。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施フロー

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓入札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○漁港全体の深浅図が付帯的に撮影できるため、機能保全計画で必要な施設の維持管理や今後の防波堤配置計画

等で非常に重要な資料になる。
○水深10mでも精度よくデータ取得可能であり（補足測量で検証済み）、漁港施設に適した技術と思われる。

３．機能保全計画策定
（対策の検討）

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤（人件費含む） － － －
⼯期 － － －

仕事量 － － －
精度 － 3次元点群データ 目的を満たす精度であった

業務の軽減・効率 － － 3次元データ取得により今後の維持管理等へ活⽤す
ることで業務の効率化が期待される

深浅測量へのナローマルチビー
ムとサイドスキャンソナーの活⽤

宮古地区（⽥野畑村〜⼭⽥町地先）増殖場のうち想定される津波被害に対し、機能回復計画を作成することを目的
に、災害状況を把握するための測量を⾏う。そのため広域を3次元データ取得が可能であるナローマルチビームおよびサイド
スキャンソナーを活⽤した。

ナローマルチビーム計測の総延⻑162.944km、サイドスキャンソナー計測の総延⻑82.093kmを7隻の⼩型船舶を乗り
継いで実施する大規模な計測であった。ナローマルチビームは深浅測量、サイドスキャンソナーは海底面探査をそれぞれ担
当することで実施した。

従来手法としては潜水やシングルビーム測量が想定されるが、従来技術では目的としている3次元データが取得できないた
め、効果は大きい。

１２．宮古地区地先機能回復計画 件名 平成24年度宮古地区災害調査
（深浅測量）業務委託

発注者 岩手県沿岸広域振興局
受注者 三洋テクノマリン株式会社

⼯種 深浅測量︓
ナローマルチビーム162.944km
サイドスキャンソナー82.093km

【取得データ】 深浅図や水中写真

注）従来の事例データは未収集のため図写真は
イメージ

ICT活⽤従来

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲

ナローマルチビーム 規格
動作周波数 ︓200〜400kHz（可変）
スワス幅 ︓10〜160°

（最大幅︓水深の約10倍）
最大レンジ︓500m
ビーム本数︓256本
ビーム幅（水平/垂直）︓0.5°（400kHz）/

1°（400kHz）
分解能︓12.5mm
パルスレンジ︓15〜1000ms

【現地】 【機器仕様】

【潜水調査】 【シングルビーム測量】

サイドスキャンソナー 規格
周波数 ︓130kHz、455kHz（2週波）
パルス幅 ︓25〜400µsec
水平ビーム角︓130kHz 1.0°

445kHz 0.2°
最大レンジ︓⽚側450m（130kHz）

⽚側150m（445kHz）
垂直ビーム角︓40°
TVGレンジ︓80dB

【取得データ】

【メッシュデータ】

【モザイク図】

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
陸上 海上 水中

浅場 深場
✕ ✕ △ ○

調査 計画 設計 施⼯ 維持管理
測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難
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ナローマルチビームは深浅測量として海底地形および増殖施設等を計測、サイドスキャンソナーは海底面探査として各測線
ごとの画像を合成したモザイク図および底質分布状況を探査。これらの計測情報を統合し機能回復計画作成の基礎資料
とした。

実施フロー

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①艤装・準備・テストラン
②測深⇒解除

①現地データ取得
②補正・解析
③ノイズ処理
④メッシュデータ⽣成
⑤モデリング

①等深浅図
②鳥瞰図

１．現地調査

２．データ処理

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓入札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○現場規模が大きいためデータ量が多くなりデータ整理に多少手間取ったが、満足いく成果を提供することができた。

【共通】

【ナローマルチビーム】
①現地データ取得
②補正・解析
③反射強度調整
④画像合成

【サイドスキャンソナー】

①モザイク図
②底質分布図

【サイドスキャンソナー】
曳航体の両サイドから音響信号を

発信、海底面や物体で反射した音
響信号を受信し、信号処理を経てデ
ジタル記録を⾏い、連続的に海底面
状況記録（音響映像）を収集する。

【ナローマルチビーム】
ビーム指向角が1.0°×1.0°（水平

×垂直）の等角度測深で、合計256
本を発信することで全指向角160°内
の地形を面的に計測する。

①船舶が安全に航⾏可能な水深（約3m以深）の確保ができない場合
②後方散乱強度が取得できない機種の場合（ナローマルチビーム）

①マルチビームを⽤いた深浅測量マニュアル（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版
②3次元データを⽤いた出来形管理要領（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版
③3次元データを⽤いた港湾⼯事数量算出要領（浚渫⼯編）／国土交通省港湾局，平成31年４⽉改定版

ICT活⽤の現状
【完成度】︓ナローマルチビームによる水深測量は、公共測量マニュアル（案）や積算基準も整備されており、国土交通省や海上保安部で使⽤

されており完成度は⾼い。
【普及度】︓1983年に商業⽤として海上保安部で初めて使⽤されて以来、多くの機種が競合し⺠間においても普及度は⾼い。
【標準化】︓ナローマルチビームによる水深測量は標準化され、機器仕様や要求精度の規定がある。よって、国土交通省の基準類を参考に目的

に応じた活⽤方法を発注者と協議のうえで使⽤した。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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機器仕様
重 量︓1216g
最大⾶⾏時間︓25 分
最大速度︓16m/s
最大速度（上昇）︓5m/s
最大速度（下降）︓3m/s
運⽤限界⾼︓6000m
動作環境温度︓0〜40°C
操作可能距離︓1000m
サイズ︓289×289.5×185mm

（全⻑✕全幅✕全⾼）

従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤（人件費含む） － － －

⼯期 － － －

仕事量 徒歩による移動（撮影） 空撮 労⼒軽減（省⼒化）

精度 アングルが限定的 空撮による⾃由なアングルの撮影可能 ⾒やすい計画書の作成

業務の軽減・効率 徒歩 UAV（所有） 点検範囲の拡大、海象条件の緩和

漁港施設の事業計画作成
へのUAVの活⽤

⾼知県では先端的にUAV（Unmanned Aerial Vehicle︓無人航空機）を導入し、災害調査をはじめ⽴ち入り困
難箇所等での活⽤に取り組んでいる。現在、所有台数約40台、操縦者約70人を有し、⾃主研修や訓練によりさらなる
操縦者育成を図っている。当部局ではUAVを所有していないが他部局へ依頼することで日常や災害時の点検および事
業計画の作成等を目的に活⽤している。

これまで撮影が困難であった漁港施設全域の平面的な画像をUAVによる空撮で可能とし、手軽に⾃由なアングルの画
像取得が可能となったため、簡易かつ⾒やすい事業計画の作成を可能とした。

これまで撮影困難であったアングルの画像を手軽に取得できることで、現地、取りまとめともに労⼒軽減（省⼒化）となり、
かつ計画書も⾒やすいものとなることで精度向上の効果がみられた。

１３．⾼知県⽥ノ浦漁港の事業計画
件名 ⽥ノ浦漁港の事業計画作成

実施者 ⾼知県水産振興部漁港漁場課

⼯種 事業計画作成︓1漁港

【現地】
徒歩による撮影で漁港施設を往来しながら必要
箇所の画像を取得。周囲が海のため撮影困難
箇所も多い。

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲
日常管理点検のほか、緊急点検や⼯事の施⼯状況確認、不法投棄など利⽤状況の管理にも適⽤可能。

【UAV】

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 水中
浅場 深場

○ ○ △ ×

【空撮画像】
漁港施設全域を⾃由に往来可能
なため、アクセス困難箇所を手軽に
撮影可能としたほか、徒歩による移
動の労⼒が大幅に軽減される。

⽥ノ浦漁港

徒歩

従来 ICT活⽤

P 25



①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／国土交通省航空局，令和元年8⽉
②無人航空機（UAV）を活⽤した水産基盤施設の点検の手引き／水産庁漁港漁場整備部整備課，平成31年3⽉

航空法等の規制によるもの以外、特にルールはない。取り扱いが簡便であり、操作性も良く撮影画像も鮮明なため近景とし
ての施設状況確認が可能であり、海象状況によっては水域施設等の土砂堆積状況も確認可能である。

ICT活⽤の現状
【完成度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓漁港管理者として、UAVによる空撮についての規制や基準は設けていない。職員が使⽤する際は、国土交通省のUAVの⾶⾏につい

てのガイドラインを遵守して⾏っている。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施フロー

適⽤条件

①準備
②空撮による状況確認
③適宜記録(撮影)

①空撮データをPCへ移動
②記録の整理
③事業計画作成

１．現地

２．事務所

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため下記の③以外は特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓入札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○施設を往来することなく⾃由なアングルの撮影が可能となり労⼒の軽減が図られた。
○⾒やすく説明もしやすい事業計画書を作成できる。

【事業計画全体写真】

①強風や突風の恐れのある気象条件 ②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合 ④草や木などで地面が覆われている場合

事業計画一式

【事業計画平面図】

南防波堤L=92.5m
（設計）1.0式

製氷・貯水施設1.0基
（⼯事）1.0式

北防波堤L=102m
（設計）1.0式

南防波堤L=92.5m
（設計）1.0式

北防波堤L=102m
（設計）1.0式

製氷・貯水施設1.0基
（⼯事）1.0式

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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