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従来の場合 ICT活⽤の場合＊1） 効果

費⽤（人件費含む） 50万円/200ｍ当たり＊2） 8万円/200ｍ当たり 42万円の縮減効果

⼯期
3.4日/3,520㎡当たり＊2）
※延⻑200m×側面⾼さ8.8m×２面
（港内側＋港外側）で上面含まず

0.5日/3,520㎡当たり
※実質、上面2,340㎡（延⻑200m×
上面幅11.7m）含む5,860㎡を調査

3日の短縮効果

仕事量 10人（3人/1日当たり×3.4日）
/3,520㎡当たり＊2）

1人（2人/1日当たり×0.5日）/3,520
㎡当たり 9人の省人化

精度 数10cm（目視）※人によるばらつき 数cm（計測） 定性的目視から定量的計測に精度向上

業務の軽減・効率 － － 外業面において大幅な効率化が可能

その他 上面の目視困難。実施の場合、上面への
⽴ち入りを要す 上面の撮影容易。上面への⽴ち入り不要 調査範囲の拡大効果（上面）と安全性

の向上。内業面の効果はみられない
＊1）本事例の実績より算出
＊2）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

⾼低差
2.5m

⽴ち入り困難な沖防波堤（消波堤）に対し、安全性の確保や業務の効率化、さらには精度向上を目的として、詳細か
つ容易に計測可能な一般的に普及が進んでいるUAV（Unmanned Aerial Vehicle︓無人航空機）を活⽤した。

UAVにて対象施設を撮影した2枚の写真を⽤いて、ステレオ画像法により3次元座標の計測を⾏った。これにより消波⼯
の判定基準であるブロックの断面減少程度を定量的に把握でき、効率的な⽼朽化度判定を可能とした。

従来の調査船を使⽤しての海上目視（外業）について、UAVの活⽤により費⽤縮減などの効果がみられた。内業面に
ついては従来どおりで本事例における効果はみられない。

件名 平成29年度神恵内漁港機能保全計画

発注者 北海道

受注者 株式会社アルファ水⼯コンサルタンツ

⼯種 水産基盤施設整機能保全計画
防波堤（消波⼯）︓延⻑200m

【１.①標定点設置】 【１.③空撮】

計測断面断面減少︓最大2.5m
⇒「a」判定︓定量評価

【４.評価】 ※３.③横断データより

【３.⑤図化】

8割
縮減

9割
短縮

9割
省人

【海上目視】

沈下発⾒

【評価】 ※写真及びスケッチより

注）従来の事例データは未収集のため図写真は
イメージ

断面減少︓1層分以上
⇒「a」判定︓定性評価

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
UAV⾶⾏は航空法のルールに基づき下記の状況の場合、予め航空局⻑に「許可」または「承認」を受ける必要がある。
【許可】①150ｍ以上の空域、②空港周辺の空域、③人口集中地区（DID）の上空
【承認】①夜間⾶⾏、②目視外⾶⾏、③30m未満の⾶⾏、④イベント上空⾶⾏、⑤危険物輸送、⑥物件投下

【現場】
【現場】

UAVを活⽤した画像による
3次元計測

１．北海道神恵内漁港機能保全評価

P 1



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

使⽤機器 規格
【UAV】︓ (A社製) 重 量 ︓2845g

対 角 寸 法 ︓581mm
最 大 風 圧 抵 抗 ︓10m/s
最 大 ⾶ ⾏ 時 間 ︓ 約 18 分

【カメラ】︓(A社製) 重 量 ︓530g
光 学 セ ン サ ー ︓4/3 型 CMOS
レ ン ズ ︓15mm F1.7 ASPH
有 効 画 素 数 ︓1,600 万 画 素
視 野 角 ︓72°
静 止 画 解 像 度 ︓4608 × 3456

①UAVを⽤いた公共測量マニュアル（案）／国土交通省国土地理院，平成29年3⽉改定
②空中写真測量（無人航空機）を⽤いた出来形管理要領（土⼯編）（案）／国土交通省，平成30年3⽉
③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

ステレオ画像法は、C1、C2の2点から撮影した2枚の画像上で測定対象がずれて写ることを利⽤して、画像上の位置p1、
p2を計測・解析することで当該点Pの3次元座標を求める方法である。

機器構成（仕様）

ICT活⽤の現状
【完成度】︓A社製UAVは撮影専⽤機として開発され、一眼レフカメラを搭載可能としており空撮能⼒は⾼い。国土交通省への⾶⾏許可・承認

申請において、「資料の一部を省略することができる無人航空機」としても認定されており完成度は⾼い。
【普及度】︓A社製機種はUAV市場においてトップシェアを誇り普及度は⾼い。
【標準化】︓機能保全評価に係るUAVの標準化はなく、機器仕様や要求精度の規定もない。よって、国土交通省の基準類を参考に発注者と

協議のうえで活⽤した。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。

実施フロー

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所

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基準点（標定点）設置
②基準点（標定点）測定（XYZ座標取得）
③空撮

①写真アライメント
②基準点（標定点）と写真の関連付け
③再最適化
④タイポイント⽣成
⑤点群⽣成

①ノイズ除去
②中心線の設定⇒縦断データ作成
③横断ライン設定⇒横断データ作成
④データ編集
⑤図化

１．現地調査

３．点群を⽤いた3次元計測（点群処理）

４．⽼朽化度の評価

２．3次元モデル作成（SfMによる処理）

①強風や突風の恐れがある気象条件 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

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
○データ量が多くなり内業面では手間取ったものの、現場では非常に効率的、効果的な調査が可能となりUAV活⽤の効

果は⾼かった。特に、定量的には表せないが安全面におけるリスク軽減効果が非常に⾼いと感じた。

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

ステレオ画像法の概念
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤（人件費含む） 億単位（当初検討中であった航空機を
使⽤して画像取得する方法） 約2000万円 数千万円の費⽤縮減

⼯期 潜水士やROVによる目視 衛星画像解析＋補完調査（スポット的
な従来手法） 広域であるほど短縮効果は⾼い

仕事量 潜水士やROVによる目視 衛星画像解析＋補完調査（スポット的
な従来手法） 現地調査の省⼒化

精度 － － ICT技術は解析する技術者の判断によるとこ
ろが大きい

業務の軽減・効率 － － －

衛星画像解析技術を
活⽤した藻場分布調査

水産資源の回復を図るためには藻場の保全・創造・活⽤を推進することが重要である。そのため、広域に現存する藻場を
効率的に把握する必要がある。そこで、衛星画像解析技術を活⽤することで最新の藻場分布を効率的に把握した。

従来、現地調査によって把握していたものを衛星画像を⽤いることで、省⼒化効果は⾼く⼯期短縮にもつながる。

２．⽯川県能登・内浦地区水産環境整備

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
新たな人⼯衛星打ち上げなど、近年精度の向上が著しい。基準類等の整備はこれからであるが、今後、様々な分野での
活⽤が期待される技術である。

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

○ ○ ○ ×

ICT活⽤

衛星画像を⽤いることで広域に現存する藻場分布を効率的に把握することが可能である。また、データ補完や精度向上
策も図られている。効率的かつ精度確保された成果は、GIS化されることで今後の利活⽤が拡大する。

件名 平成30年度水産環境整備事業 能登・内
浦地区藻場保全・創造・活⽤調査業務委託

発注者 ⽯川県農林水産部水産課漁港漁場整備室

受注者 国際航業株式会社

⼯種 藻場分布調査︓能登、内浦地区沿岸全域

【解析】 光の吸収・散乱の補正一例
衛星画像イメージ

水中イメージ

補正前

衛星画像イメージ

水中イメージ

補正後

︓太陽光の主な伝達経路

反射光、散乱光の計測
太陽の放射

海面

大気中の散乱、吸収

海面・水中の散乱、吸収

注）従来手法の図写真はイメージ

水中カメラ

【現地】 「広範囲」
能登、内浦地区沿岸

潜水士

0 20km

従来

調査範囲
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【衛星画像の選定】

ICT活⽤の現状
【完成度】︓発展途上の技術であるものの、これから急速に発展しさまざまな活⽤が期待されている技術。
【普及度】︓発展途上の技術であり、完成度に追随して加速的に普及が期待される。
【標準化】︓林野庁では衛星画像判読の指針が公表されているが、藻場分布（海域）に関する基準類は現時点で整備されていない。

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取得画像範囲の設定
②衛星画像の選定
③衛星画像の取得（購入）

①幾何補正（オルソ補正）
②画像切り出し
③陸域・雲をマスク処理
④補正（大気、水深、海面反射）
⑤画像分類
⑥技術者による確認・補正

①現地における聞き取り
②スポット調査120地点
（緯度経度､水深､藻場種類､底質）
③ライン調査200×500m×3ヶ所
（サイドスキャンソナーによる底質判読）

１．画像選定・取得

４．藻場分布図作成

２．画像解析

①対象海域を過去３年以前に撮影された画像 ②藻場繁茂期（春期）以外に撮影された画像
③雲量が少なく海水透明度が⾼い画像がない（または少ない） ④波の影響により太陽光が海面に反射された画像

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
○衛星画像解析可能水深（15〜20m以浅）については、精度向上が図られた。
○衛星画像の入手がもっと手軽で簡易になると普及と併せて技術も進化していくと思われる。

３．現地調査（補完）

【藻場分布図作成（イメージ）】

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

【スポット調査】
（GNSS測位、水中カメラ）

【ライン調査】（底質判読例）

広域に現存する藻場分布を効率的に把握することを目的としており、衛星画像を活⽤した事例である。画像解析技術を駆
使するとともに、従来手法である現地における聞き取りや現地調査を組み合わせて、データ補完やデータ精度向上を図ってい
る。これらの成果は、GIS化されることで今後の利活⽤を拡大させることに資する。

【画像解析における藻場の定義】

データ取得画面

実施状況
【画像取得範囲の設定】 【衛星画像の取得】

現地調査において大型・⼩型
褐藻類、海草の被度が25％
以上かつ、水深が20m以浅に
分布すること。ただし、20m以
深においても藻場が検出された
場合は藻場とする。

【技術者による確認・補正】

補正前 補正後

注）添付の藻場分布図は本調査とは別件で作成したイメージ
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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（計測機器により別途サイドスキャンソナーが必要）

使⽤機器 機器構成（仕様） 使⽤機器 機器構成（仕様）
発信周波数︓455kHz
レンジ分解能︓6mm
ビーム幅︓1.0°×0.5°
ビーム数︓240本
測定間隔︓最大40回/秒
測定幅︓120°（水深の約3倍）
適⽤水深︓〜120m

パルス半導体レーザー
測定精度︓3.5mm

（距離1〜150mでの値）
測定間隔︓最大60000点/秒
測定範囲︓水平360 鉛直270°

ナローマルチビームとレーザース
キャナーを活⽤した現況測量

陸上部をレーザースキャナーの活⽤により、⽴ち入り困難な消波⼯を安全かつ詳細に形状把握することを可能とし、水中
部をナローマルチビームの活⽤により、水陸合成の3次元データの作成を可能とし、今後の維持管理や施⼯計画等に必
要となる基礎資料を効率的に取得することを目的で活⽤した。

従来の手法では陸上部、水中部ともに2次元データとなる。今後の維持管理を⾒据えた場合、3次元データの取得が有
効であり、陸上部、水中部でそれぞれ実績のあるICT機器を組み合わて実施することとした。

従来同様に陸上、水中の組み合わせ作業となるが、現場、データ整理ともに⾃動化（省⼒化）が進んだことで効率化と
ともに精度面や安全性での効果がみられた。

３．⻘森県⼩⾈渡漁港現況把握 件名 平成28年度三⼋地区（⼩⾈渡漁港）水産
物供給基盤機能保全事業測量業務

発注者 ⻘森県三⼋地域県⺠局
受注者 株式会社興和

⼯種 現地測量(陸上)︓防波堤延⻑122.6m
深浅測量(海底)︓120×150m=18,000㎡

水中部と陸上部をそれぞれ
測量してデータを合成

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

【平面図】

【断面図】

陸上部を平板測量、水中部をシングルビ
ームによる2次元データの取得

【3次元データ】

【ナローマルチビーム】︓水中部 【レーザースキャナー】︓陸上部

従来の場合 ICT活⽤の場合 効果
費⽤（人件費含む） レベル、シングルビーム測深機 レーザースキャナー、ナローマルチビーム 機器費⽤は増加

⼯期 測線毎に観測 全体を観測してから断面計算 現地作業の時間短縮
仕事量 変化点すべてを計測 6地点からの⾃動計測 省⼒化
精度 2次元データ 3次元点群データ 今後の維持管理に有効活⽤

業務の軽減・効率 手作業が多い 手作業が少ない 作業の軽減（効率化）
その他 － － 陸上部は6地点のみのため危険軽減

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

適⽤段階は目的に応じおおよそ可能。
適⽤場所はナローマルチビームを記載。レーザースキャナーは陸上○、海上△、水中×

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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ICT活⽤の現状

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。詳細は別途「資料編」を参照されたい。下記の②、④は
ナローマルチビームのみ記載、計上（レーザースキャナーは未記載、未計上）。

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
○陸上部の計測は従来と⽐べ労⼒がかなり軽減された。
○水中部の計測はほぼ同等。データ処理は手作業が軽減されたが、データ量が増加したため労⼒は同等程度。

①艤装・準備・テストラン
②測深（験潮）
③艤装解除

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．現地調査

２．データ処理

①現地データ取得
②補正・解析
③図化

【ナローマルチビーム】︓水中部の計測

①位置だし（6地点）
②計測

【レーザースキャナー】︓陸上部の計測

3．データ統合

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
③地上レーザスキャナを⽤いた公共測量マニュアル（案）／国土交通省国土地理院，平成30年3⽉

【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、レーザースキャナーともに標準化され、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。

計測状況 計測状況

図化 図化

【水陸データ統合による3次元化】

レーザースキャナー計測位置6地点︓○対象防波堤（写真）

︓対象防波堤122.6m

レーザースキャナーは照射されたレーザーによって、対象物の空間位置情報（3次元）を⾃動取得する技術。ナローマルチ
ビームは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）ビームによる音響測深で、詳細に広域の面的なデータを取得する技術。これ
らを統合することで水陸一体の3次元化を可能とした。

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＊1） 効果
費⽤（人件費含む） 500万円/1㎢当たり＊2） 250万円/1㎢当たり 250万円の縮減効果

⼯期 20日/1㎢当たり＊2） 10日/1㎢当たり 10日の短縮効果

仕事量 60人（3人/1日当たり×20日）/1㎢当
たり＊2）

30人（3人/1日当たり×10日）/1㎢当
たり 7.5人の省人化

精度 数十cm（計測） 数cm（計測） ⾒落としがない、未測がない
業務の軽減・効率 - - 外業面において大幅な効率化が可能

その他 深度が深くなると潜水困難 深くなると効率が向上する 広範囲、深い深度で効果が拡大
＊1）本事例の実績より算出
＊2）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

ナローマルチビームを活⽤した
藻場造成⼯区の測量調査

４．大分県豊岡藻場造成区状況把握
件名 H30水振委第3-2号測量調査委託

発注者 大分県農林水産部水産振興課

受注者 日本ミクニヤ株式会社

⼯種 藻場造成⼯区︓1k㎡

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤技術の適⽤範囲

藻場造成⼯区では、⿂礁設置を計画するため、既存⿂礁や岩礁の位置等、海底地形を詳細に把握することが必要で
ある。そこで、広域な藻場造成⼯区の海底地形を効率的かつ詳細に把握するため、ナローマルチビームを活⽤した。

ICT活⽤従来

ナローマルチビーム測深機により⾼密度な地形情報を取得することで、詳細な海底地形情報が得られ、既存⿂礁などの
形状や位置情報が把握できる。また、これらの水深情報と同時取得可能な後方散乱強度データを活⽤することで、海底
状況（底質・藻場の分布）を把握することが可能となった。

水中部においては目的に応じおおよそ適⽤可能。

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

× × △ ○

活⽤事例の効果
5割
縮減
5割
短縮
5割
省人

【現地】

注）従来の事例データは未収集のため図写真はイメージ

シングルビーム測量

潜水調査

【取得データ】
記録紙からの読み取り
（手作業）

視界が狭い︕

1) 信号処理幅：60kHz
2) レンジ分解能：1.25m
3) 周波数：200〜400kHz 10kHz 
（ステップで切り替え可能）

4) ビーム幅：0.5°×1°@ 400kHz
5) スワッス幅：10°〜160°で任意に設定可能
6) ビーム数：256 本
7) 最大レンジ：400m
8) ピングレート：最大75Hz

【機器仕様】

測深機器

データ収録・表⽰装置

【取得データ】

3次元モデル

■水中の透明度に依存しない
■広域を面的に短時間で計測 等
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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

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。

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
○潜水による海底状況調査と⽐べると、安全面、効率面で非常に効果的な調査手法といえる。どうしても水中写真や直

接的な情報が必要な場合は、計測結果からポイントを抽出してから潜水士を入れるなど、効率化を図ることもできる。

適⽤条件

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（計測機器により別途サイドスキャンソナーが必要）

【ナローマルチビーム（NMB）の計測状況】
実施フロー

①音波で海底面までの水深を計測
②音波と時間情報から算出される後方散乱強度を計測
③GNSSによる位置情報を計測
④各種補正データを計測（潮位・音速度等）

①各種補正データと計測データの統合
②後方散乱強度データからサイドスキャン画像を⽣成
③フィルタリングによる音響ノイズ処理

１．ナローマルチビームによる計測

２．データ解析

【地形情報および⿂礁等の現況分布図】

３．とりまとめ

【後方散乱強度によるサイドスキャン画像のイメージ】

①後方散乱強度の違いによる藻場の分布把握
②海底地形の可視化（水深図、等深線図、鳥瞰図等）
③地形情報と反射強度分布図から現況図の作成
④過去のデータと⽐較すると差分図等も作成可能
⑤任意の位置の断面情報の抽出が可能

高密度・高精度なビームを
広範囲に計測可能

位置情報・音波信号・時間
情報などを同時計測

サイドスキャン画像の後方散乱強度の明暗により、現況分布図を作成することで、
底質や藻場の分布を視覚化する。

実施状況

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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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 60日 3日 57日の短縮効果（現地作業のみ）

仕事量 現地作業3人×2班 操縦士＋撮影士
（点検測量は別途） －

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、作業規定やマニュアルで求められる

⾼さ精度は満足
業務の軽減・効率 水際杭、⾒通し確保 上空から撮影のため左記不要 左記のとおり効果あり

その他 － － 河川への⽴ち入りや実作業の削減による安全性の向上

 

ALBの活⽤による
河川縦横断測量

５．三重河川航空レーザ測量 件名 平成29年度三重河川航空レーザ測量

発注者 三重河川国道事務所

受注者 アジア航測株式会社

⼯種 河川縦横断測量︓34km2

（延⻑70.1km）

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

定期河川縦横断測量にALB（Airborne Lidar Bathymetry︓航空レーザ測深機）を活⽤することは、従来の定期
河川縦横断測量における作業時間の大幅短縮や従来できなかった面的な水底地形の把握も可能となるという大きなメリ
ットがある。そこで、グリーンレーザを活⽤した定期河川縦横断測量を⾏った。

【現地】

ICT活⽤従来

ALBを活⽤することで従来の定期河川縦横断測量における作業時間の大幅短縮や従来できなかった面的な水底地形
の把握も可能となる。

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

○ ○ △ ×

河川縦横断測量

【取得データ】

No.1 横断図

従来、地上測量と深浅測量で実施していたものを、ALBの活⽤により、時間短縮や安全性の向上などの効果がみられた。
特に現地作業の時間は圧倒的に短縮される。

95％
短縮

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
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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
○河川のような広域な範囲を計測する場合は、従来法と⽐べ圧倒的な時間短縮となり安価である。
○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）、河川測量には適した技術と思われる。

【⼆時期差分図による土⼯量算出例】

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標⾼から⼯事基準面や水深（最低海面）へ変換

①ALBは電⼦基準点で水陸同時・同じ基準で計測
②陸上と水面を計測した近⾚外レーザと推定を計測す
るグリーンレーザを組み合わせ、河川を対象とした水陸
一体の地形データを実現する。

１．ALBによる定期河川縦横断測量

２．とりまとめ

【点検測量による横断図の精度検証結果例】

【従来測量との精度検証】

陸域（平均値） 水域（平均値）

鈴鹿川水系 13.07 12.13

雲出川水系 14.79 18.94

宮川水系 13.14 11.83

平均二乗誤差（cm）

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。従来は広域な河川を陸上測量や船を利⽤するなどさまざまな手
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。

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河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説／国土交通省水管理・国土保全局，平成30年4⽉

ICT活⽤の現状
【完成度】︓国土交通省のNETISにALB関連で数件の登録がある。本事例の業務は三重河川国道事務所⻑より優良業務表彰されているこ

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。

【水深分布図による局所洗掘箇所把握】

【橋脚周辺の河床微地形（洗掘状況）を取得した例】

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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サイドスキャンソナーを活⽤
した海底面状況調査

６．日向灘沿岸地区の漁場測量
件名 平成30年度 日向灘沿岸地区日向

灘沿岸漁場測量業務委託

発注者 宮崎県農政水産部漁村振興課

受注者 株式会社ケイディエム

⼯種 測量︓1.0km2

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

水産資源を安定的に供給するため、増殖場整備が重要である。このため、既存増殖場の実態把握及び機能診断が必
要である。そこで、増殖場の実態把握及び機能診断を効率的に⾏うため、サイドスキャンソナーを活⽤した海底面状況探
査を⾏った。

ICT活⽤従来

サイドスキャンソナーを⽤いることで広域での海底面状況を効率的に把握することが可能である。効率的に取得された成
果は、図化されることで今後の利活⽤が拡大する。

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

× × △ ○

【サイドスキャンソナー調査】

■調査船で曳航しながら海底面に音波を発信
■海底で反射した強度を⾊の濃淡で描写し画像化する技術

【取得データ】 水中写真やVTR ⇒ 狭域

【現地】

【潜水調査】

注）従来の事例データは未収集のため写真は
イメージ

海底状況を描写する技術であり適⽤範囲は限定的である。

【ROV】

最大水深が30m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 1.5日 1日 0.5日の短縮（1.0k㎡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

＊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

3割
短縮
5割
省人
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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
○広域を短時間で作業可能であることはとても効果的。さらに詳細を把握したい場合、必要なところをスポット的に潜水士

またはROVにて対応することで労⼒の軽減や安全性の向上にも役⽴つ。

適⽤条件

【サイドスキャンソナー】

実施フロー

①対象海域の確認、日程調整等を踏まえ、実施計画を⽴
案する。
②調査中に潮位を把握するため、漁港内に検潮所を設け
観測を⾏う（潮位補正）。
③艤装テスト︓調査船への機材積み込み、サイドスキャンソ
ナーの艤装を⾏うとともに、機器配置や作動確認を⾏う。

①海上位置は、GNSSを⽤いて測位を⾏う。
②上記の測位をもとに調査船誘導（位置や速度）を⾏う。
③サイドスキャンソナーは、調査船による曳航観測を⾏う。
送受波器から扇状に音波を発信し、反射した強度を受信
する。

①得られた結果は、位置情報を踏まえ、各種補正やノイズ
処理を⾏い、モザイク図、海底面状況図を作成する。

１．計画・準備

２．現地調査

３．とりまとめ

調査船でサイドスキャンソナーを曳航しながらモニタで画像を確認

機器仕様

【完成度】︓海底地形を広域に描写する技術としての完成度は⾼く、単独ではないが音響測深機とのセットで仕様書等に記載される事例が多い。
【普及度】︓安価に整備でき取り扱いも簡易なことから多くの⺠間会社が所有しており普及度は⾼い。
【標準化】︓測深機能がなく描写された画像から状況把握する技術のため（写真のようなもの）特に基準類は整備されていない。

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海底地形が不明瞭な海域（岩礁等との衝突防止のため測深機との併⽤など留意が必要）

魚礁の破損

魚礁の洗堀

サイドスキャンソナーは海底面に音波を発信し、海底で反射した強度を⾊の濃淡で描写し画像化する技術である。
広域な海底面状況を効率的に把握することを可能とした。

【⿂礁分布図】

1

2

1

2

【船内の状況】 【調査中のライブ画像】

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
ビーム周波数︓100kHz、500kHz（2周波）
パルス幅︓25〜400µ sec
水平ビーム角︓1°（100kHz）、0.2°（500kHz）
最大レンジ︓⽚側500m（100kHz）、⽚側150m（500kHz）
センサー︓ピッチ・ロール・方位センサー
曳航体寸法／重量︓Φ890mm、⻑さ1,220mm／29kg

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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機器構成

船体サイズ︓⻑さ150cm✕重さ10kg
搭載装置︓音響測深装置

GNSS
動揺センサ

無線⼩型船舶を活⽤した
測深システムによる深浅測量

当漁港施設は桟橋構造や係留船の密集により深浅測量が困難な場合がある。そこで、狭隘な水域における測深データ
の取得を目的に、無線遠隔操縦型⼩型船舶を活⽤した深浅測量を⾏った。

従来は潜水士や船からのレッド測深などで時間と労⼒を費やしてデータを取得していたが、無線⼩型船舶の活⽤により十
分なデータ量を効率的に計測することを可能とした。

潜水士等による作業労⼒の軽減と豊富なデータ取得が可能となる精度向上の効果がみられた。また、安全性の向上にも
効果がみられる。

７．天草市﨑津漁港機能保全計画 件名 﨑津漁港水産基盤機能保全計画書
策定委託

発注者 天草市

受注者 基礎地盤コンサルタンツ株式会社

⼯種 深浅測量︓7.29km

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

【現地】

■潜水士による水面
際からのレッド測深

【無線⼩型船舶】

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 2次元データ（計測範囲は限定的） 3次元データ（ほぼ空白なく計測） 今後の維持管理に有効活⽤

業務の軽減・効率 手作業が多い 手作業が少ない 作業の軽減（効率化）

その他 潜水士または作業船を伴う作業 ⼩型船の遠隔操作 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

海上（水上）の狭隘な場所にはおおよそ適⽤可能。

■作業船からの
レッド測深

【﨑津漁港】

■桟橋式の構造と
係留船舶

注）従来手法の図写真はイメージ 【無線遠隔操作】

■遠隔操作で狭隘部を効率的に計測
■3次元計測技術（ICT土⼯に対応）
■位置（XY）、深さ（Z）をリアルタイム

に記録
■モーションセンサ（IMU）搭載による⾼

精度測深

調査員

コントローラ

受信
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ICT活⽤の現状

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。

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
○従来手法では取得できなかった詳細なデータにより、次の段階（設計）へ迅速に進むことができた。

①準備・テストラン
②測深（験潮）
③艤装解除

①測深記録の取得
②補正・解析
③作図（航跡、深浅、等深浅）

１．現地調査

２．データ処理

【桟橋下面の計測】

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
③遠隔操作⼩型船舶に関する安全ガイドライン／国土交通省海事局，平成31年4⽉

【完成度】︓国土交通省のNETISに「無線遠隔操縦等の⼩型船舶による⾼精度深浅測量システム」で登録があり完成度は⾼い。
【普及度】︓2016年にNETIS登録し現時点では利⽤例が少ない。
【標準化】︓ナローマルチビーム同様の基準。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。

①⾬天時、強風波浪時 ②⾒通し距離300m以下 ③波⾼1m、流速2m/sec、水深20m以上
④外洋、流速の早い河川、水面に藻が繁殖している池等

操作が簡便なため効率よく計測可能である。漁船の通過による航跡波の影響については、動揺センサを搭載していない場
合、20度傾くと水深5mの場所では約60cmもの誤差が発⽣する。本システム搭載により概ね影響なく計測可能となった。

実施状況

桟橋下面へ
漁船の隙間へ

【漁船間の計測】

【補正の原理】

⼩型船の姿勢方位角を推定し、推定した
姿勢方位角をもとに、実測水深値に補正
することで、傾いても鉛直方向に水深を補
正し、誤差を抑えるシステム

深浅図

等深浅図

航跡図

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＊1） 効果

費⽤（人件費含む） 天端面748万円、法面389万円 天端面124万円、法面339万円 天端面624万円、
法面50万円の縮減効果

⼯期 天端面20日、法面3日
（準備含まず）

天端面１日、法面1日
（準備含まず）

天端面19日、
法面2日の短縮効果

仕事量 天端面︓潜水士2人＋上回り2人
法面︓調査員2人＋操船1人

天端面︓調査員2人
法面︓調査員2人＋操船1人 天端面2人、法面同等

精度 天端面︓数10cm（目視︓人）
法面︓数10cm（2次元）

天端面︓数10cm（目視︓カメラ）
法面︓数cm（3次元）

天端面同等
法面で数cm程度精度向上

業務の軽減・効率 － － 天端面で大幅な効率化、潜水の軽減による
安全性の向上

＊1）本事例の実績より算出

UAVとナローマルチビームを活
⽤した人⼯リーフの変状把握

人⼯リーフは水深が1.0mと浅いため、船舶も⽴ち入れず従来は潜水目視を基本としている。天端面が幅55m✕延⻑
420mと広大なため多くの時間と労⼒を要する。また、波浪による潜水士の安全性にも課題がある。このため今後の適切
な漁港管理に役⽴てるため、新技術として一般的に普及が進んでいるUAV （Unmanned Aerial Vehicle︓無人航
空機）とナローマルチビームの活⽤を試みた。

水深1.0m以浅をUAVにて、1.0m以深をナローマルチビームにて調査することで、被覆ブロックの移動、散乱等の変状を
効率的に把握することを可能とした。

UAVが潜水目視の代替えとなることで、天端面において⾼い効果がみられた。

８．兵庫県香住漁港海岸保全施設調査

【１.①標定点設置】

天端面
83%縮減

【現地】

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

件名 新技術を⽤いた漁港施設の変状調査

実施者 兵庫県農政環境部農林水産局漁港課

⼯種 人⼯リーフ︓23,100㎡（天端面）
4,200㎡（法面）

【シングルビーム測量】

人⼯リーフ
L=420m

【潜水調査】

■天端面
（水深1.0m以浅）

■法面
（水深1.0m以深）

【UAV】
■天端面（水深1.0m以浅）

【ナローマルチビーム】
■法面（水深1.0m以深）

規格・性能
サイズ︓1668×1518×727mm

（撮影時）
437×402×553mm

（収納時）
ホバリング時間︓32分

天端面
95%短縮

天端面
50%省人

UAV+ナローマルチビームとしての適⽤範囲を⽰す。

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

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
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UAVは、⽴ち入り困難箇所の画像を空撮により取得する技術。ナローマルチビームは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）
ビームによる音響測深で、詳細に広域の面的なデータを取得する技術。2つの技術の組み合わせにより、人が⽴ち入ることな
く調査を可能とした。

ICT活⽤の現状

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。

【UAV】①強風や突風の恐れがある気象条件 ②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く波面の反射がある場合 ④透明度が悪い場合 ⑤海藻類が繁茂しており施設が明瞭でない場合
【ナローマルチビーム】①船舶航⾏が不可能な水深の場合 ②波浪がある場合 ③砕波帯 ④透明度が悪い場合
⑤海藻類が繁茂しており施設が明瞭でない場合

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
○人⼯リーフではUAVとナローマルチビームとの併⽤が有効であることがわかった。UAVでは日常点検や臨時点検で沖合施

設を対象とする場合は有効と考える。

①艤装・準備・テストラン
②測深（験潮）
③艤装解除

①現地データ取込み
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．現地調査

２．データ処理

【ナローマルチビーム】
①準備
②空撮
③記録(動画、静止画)

①データをPCへ移動
②画像の合成

【UAV】

3．統合

実施状況
【ナローマルチビーム】

【UAV】

【統合データ】
UAV、ナローマルチビームともに被覆
ブロックの状況（移動・散乱等）が
確認でき、境界部の空白もなく全
体を把握することができた。

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
③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

【完成度】︓UAVは市販品であり完成度は⾼い。ナローマルチビームによる水深測量は、マニュアルや積算基準が整備されており、国土交通省や
海上保安部での使⽤も多く完成度は⾼い。

【普及度】︓UAVは市販品であり普及度は⾼い。ナローマルチビームは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】︓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。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。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。

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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