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画像解析の河川管理施設の広範囲自動監視への適用

Application of video contents analytics to wide range automatic 
monitoring of river management facilities

岡部　博一　　矢部　浩規　　田所　登

OKABE Hirokazu, YABE Hiroki and TADOKORO Noboru

報　文

本検討は、長い延長に亘る河川の監視について、既に施設網が整備されているCCTVを活用し、画像解析技術を
適用することで、最小限の設備投資により効果的な堤防の監視の実現を目指すものである。河川は、堤防天端の道
路利用などにより、人や車などの往来等堤防に関係のないものが頻繁に画像に映り込むほか、取得画像は日射の強
弱、積雪等様々な状況変化の影響を受ける。このため、画像解析技術を河川堤防等の河川の監視技術に適用するに
は、既存技術を踏まえつつも一定の技術的な試行、検討が必要となる。

実河川を想定した植生の繁茂した盛土に変状を与え、その状況を既設CCTVカメラで撮影し、その画像解析を行
うことで適用性を検討した。その結果、草丈が長い状況下で変状を検知できない場合や堤防の変状ではない融雪に
よる路面の変状を捉えてしまうなどの課題があった。一方で、植生が適切に管理されている堤防などの条件では、
人の往来等による誤検知を避けつつ、十分その変状検知が可能であることを実証した。

《キーワード：堤防；CCTV；自動監視；画像解析》

The examination applying video contents analytics by facilities network of already utilized CCTV makes 
it possible to monitor long extended river effectively with minimum cost. At top of a levee, passing persons 
and cars that have nothing to do with change of the levee appear in image of CCTV. And the strength of the 
sunlight, the snow affects to video contents analytics. Appling video contents analysis to monitoring river needs 
constant examination while trying the existing technique.

We have examined applicability of video contents analytics for the image that we have acquired video about 
banking given unusual change with vegetation imitating a real levee of river, using already established CCTV. 
As a result, in the case of banking with long vegetation, we have not judged the unusual change of banking. 
And we have had misjudgment snowmelt for unusual changing of banking. On the other hand, we have proved 
that it is possible for video contents analytics to judge unusual change of levee where vegetation is managed 
appropriately, avoiding influence of passing persons.

《Keywords：levee；CCTV(closed ‐ circuit television)；automatic monitoring ; video contents analytics》
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１．堤防の監視について

堤防や河岸の監視は通常目視による巡視によって実
施されている。一方、目視による監視が困難な夜間の
他、浸水などアクセス不可能地域でも河岸侵食や堤防
決壊が発生する可能性は十分ある。平成28年8月の洪
水では浸水により近寄れない場所で堤防決壊が発生し
ている（写真－1）。このようなことからも、堤防や河
岸の監視体制を補助する対策検討は有意義である。

北海道開発局における河川の管理延長は約2,000km
あり、さらなる巡視作業の負担の増加や、新たなセン
サー等監視機器への大規模な投資は困難な状況であ
る。このため、既存の施設を最大限活用するなど、安
価でかつ職員の負担を増やさない技術となるよう十分
留意する必要がある。1)

本検討は、既に施設網が整備されている、CCTVを
活用することで、最小限の設備投資により効果的な堤
防の監視の実現を目指すものである。将来的には目視
による巡視を補助するものとして、自動で堤防の変状
を検知し、河川管理者に情報提供することを想定し、
その基礎技術となる画像解析技術の堤防の変状検知へ
適用性について自然環境下における課題を考慮した検
討を行った。

２．画像解析による監視技術

２． １　画像解析技術の活用

土木分野においてもコンクリート構造物のひび割れ
の検出など画像解析を活用した検知技術についての検
討、実証が行われている。ただし、これらの技術は健
全部分とひび割れなどの異常部分の画像解析における
違いが顕著であることやトンネル内で光源が制御可能
であり画像解析にあたって比較的安定した状況下を前
提しているものが多い。例えば2）3)

一方、堤防は植生を有するなど自然的な構造物であ
り、コンクリート構造物などに比べ、除草の状況によ
っては変状が把握しにくいという特徴を有する。加え
て、堤防天端の道路利用などにより、人や車などの往
来等堤防の変状に関係のないものが頻繁に画像に映り
込むほか、日射の強弱、積雪等様々な周辺環境の変化
の影響を受ける。このため、画像解析を河川堤防等の
監視技術に適用するには、既存技術を踏まえつつも一
定の技術的な試行、検討が必要となる（写真－2）。

本取り組みは、画像解析について河川堤防を想定し
た盛土の変状検知に適用することで、その技術の適用
性と今後の技術課題を検討するものである。

２． ２　画像解析による変状（異常）検知方法

図－1に、画像解析による変状検知方法のイメージ、
概要を示す。盛土等対象物の変状前後の画像の差分を
求めることによって変状を検知する。この解析には、
一定の時間間隔で取得した一定期間の複数枚の画像に
ついて、明るさを表現する輝度に変換し、平均化した
ものを用いている。以下のStep1～3の順に従って画像
作成、処理、判定を自動的に実施することが可能な画
像解析システムを用いている。
 Step1

時間的に連続する複数枚の画像を輝度に変換し、画
素毎に平均化して1枚の画像（背景画像）を形成。一
定の時間間隔で新たな画像を取得する度に輝度に変
換、平均化する画像の採用期間を1画像分だけスライ
ドさせ、時間経過に応じて、常に一定期間の最新の背
景画像を作成。
 Step2

当該時刻に作成した背景画像と過去に作成・蓄積し
た一定期間過去に作成された背景画像を用いて、画素
単位に比較し、その差が連続して一定期間発生してい
る画素を変化画素として確定。（2値化）

写真-1　アクセス不可能な地域で発生した堤防決壊

（南富良野町）

写真-2　道路利用されている堤防（札幌市）
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図-1　画像解析による変状検知方法のイメージ、概要

 

 

変状後を含む輝度を平均化した 

背景画像（t
n
時点） 

車の通行等一時的な画
素変化は平均化に採用
されずに、検知されない 

t
n-8
 

t  

t  

t
n-5
 t

n-4
 t

n-3
 t

n-2
 t

n-1
 t

n
 

t
n-9
 t

n-10
 t

n-7
 t

n-6
 

継続する安定的な画素変化は、平均化する画像に採用し検知される 

変状前の輝度を平均化した 

背景画像（t
n-6
時点） 

t
n-11

 

図-2　車等の一時的な画像の除去のイメージ



寒地土木研究所月報　№770　2017年７月  5

 Step3
その差の集合が、一定の閾値を超えた場合、変状判

定。

２． ３　一時的な画像変化への対応

河川堤防は天端の通行など自由に利用されており、
車や人の往来がある場合が多く、取得画像へのこれら
の映り込みが頻繁に発生する。よって、このような堤
防と関係のない一時的な画像変化を堤防の変状と区別
する必要がある。このため、前述のStep1で背景画像
を作成する際に、図－2に示す車等が映り込んだ前後
の時間の画像と 比較して不連続な画像を検知・除外
して、安定的な背景画像を作成する手法を取り入れた。

３．実証実験

３． １　実証実験の概要

画像解析技術を実際の河川に適用することを想定し
た実証実験を実施することとした。しかし、実物の堤
防等を変状させることはできないため、札幌河川事務
所の協力を得て、豊平川河川防災ステーションの備蓄
盛土に変状を与えることで、取り巻く自然環境の影響
を含め、実現象に近い状況を再現した実験を行った。
なお、当該盛土には堤防と同様に植生が繁茂しており、
除草することで植生の繁茂状況に変化を与え、画像解
析技術適用への影響についても検討した。

実施に当たっては、実際に運用されている防災ステ
ーションに設置されている既存のCCTVカメラを用い
ることとし、機側操作盤に直接画像記録装置を接続す
ることで画像取得を行った（図－3）。

３． ２　実験条件

植生の繁茂した備蓄盛土において、堤防除草の状況
の違いによる画像解析への影響を想定して草丈10㎝、
50㎝となるよう除草した区域と除草無（草丈1m程度）
の区域において、バックホウにより掘削し、変状を加
えた。

なお、画像の取得期間は、盛土の変状を与えた11月
25日を含む平成28年11月10日～11月29日とした。

当初、降雪前に画像取得を実施することで、確実に
植生の影響による画像解析技術の適用性への影響を検
討する予定であったが、平年より早い一定規模の積雪
により数㎝の積雪下での実験となった。10㎝まで除草
した区域は植生の影響が明瞭ではないが、それ以上の
草丈の箇所については、植生が積雪深よりも長く、画

像解析に対する植生の影響の検討が可能な状況であっ
た。

画像解析技術の適用にあたっては、解析に用いる画
像の取得間隔を変えた解析を行い、背景画像の作成と
それらの比較に対する日射等の変化の影響を検討して
いる。

人の往来については特に制限していない。これによ
り、通常想定される堤防上の人の往来などについて、
２．３に示した一時的な画像変化への対応手法の適用
性を検討している。

３． ３　画像解析による変状の検知

各地点において縦3m×横2m程度の範囲を掘削する
ことで変状を与えるとともに、それらの作業の前後の
時間を含む一連の動画を取得している。一連の動画に
ついて、画像解析のための1枚1枚の画像としての取得
間隔を変化させた上で、連続的に自動で解析し、変状
検知を試行した。(図－4、表－1)図－5として、一連
の作業と画像解析による変状検知の状況を時系列で視
覚的に示した。

備蓄盛土

既設CCTVカメラ 

カメラアングル 

取得画像 

図－3　実験位置図　豊平川河川防災ステーション
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10㎝の草丈に除草した地点1、2については、5分以
下の取得間隔で変状の検知が可能であった。一方、草
丈50㎝の地点3、除草を行わなかった地点4について
は植生の影響により、比較した背景画像の差が小さ

く、すべての取得間隔で変状を検知できなかった。
また、画像取得の間隔を10分以上として画像の平

均化を行った場合には、変状の検知ができなかっ
た。これは、平均化する画像を構成する各画像の時間

図－4　変状を与えた箇所 ○：検知、×：非検知

地点名/（植生）

取得時間間隔
地点１

（10㎝）

地点２

（10㎝）

地点３

（50㎝）

地点４

（除草無）

30 秒 ○ ○ × ×

1分 ○ ○ × ×

5分 ○ ○ × ×

10 分 × × × ×

15 分 × × × ×

30 分 × × × ×

60 分 × × × ×

変状検知箇所

融雪による路面の露出を誤検知

（散見）

作業者は検知されない

地点２変状付与

地点１変状付与

地点３

変状付与

地点４

変状付与

地点１検知

地点１、２検知

地点４

非検知

地点３

非検知

①13:05:46

④13:31:47 ⑧14:38:50

②13:06:46

⑤13:51:48

⑦14:10:49

⑥13:58:49

③13:26:47

地点１
地点２

地点３

地点４

図－5　変状検知の状況

表－1　変状検知の結果
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間隔が長すぎたため、日射等による画像の変化が大き
く、盛土の変状による画像の変化を抽出、区別して検
知することができなかったためである。一方で、画像
に映り込んだ人の往来については、一時的な変化とし
て背景画像からは除かれ、変状の判定に対しては影響
がなく、適切に背景画像を構成する画像から除去する
ことが可能であることが確認された。但し、堤防の変
状とは関係ないが、変化が遅い雪の解ける状況につい
ては誤検知される状況が散見された。

４．結果と今後の課題

本研究の結果を以下にまとめる。
1) 堤防除草が適切に行われている状況下では、画像解

析により、課題となる人の往来等による誤検知を避
け、盛土の変状を的確に検知することが十分可能で
あることを実証した。

2) 一方で、植生の影響など盛土の変状があいまいにな
るような条件下や積雪・融雪による監視対象の被
覆、露出が緩やかに生じる状況では的確な検知が困
難な場合がある。

3) また、画像の輝度への変換等画像解析には日射等の
外的要因が大きく作用し、変状判定を困難にするこ
ととなる。

今後、実用的な技術として導入するためには、植生
や日射など自然条件の作用が顕著な状況下での影響を
考慮した安定的な背景画像の作成手法について検討を
進める必要がある。

５．将来的な技術普及のアイデア

既存のCCTVカメラを用いた画像解析による堤防や
河岸の監視手法の普及にあたっては、精度の向上と併
せて、職員負担の軽減、迅速性の確保から一定の自動
化が必要である。その際に一つのアングルだけの画像
取得では、監視範囲は限られるため、1つのCCTVで
複数のアングルの画像取得を可能とし、平常定時の画
像取得と洪水時、地震時など臨機の画像取得を組み合
わせた効果的な画像取得・解析システムの構築が必要
である。

今後は、検知精度の向上と実際の河川管理を補助す
る技術適用を視野に入れた課題を明らかにし、より実
用的な技術検討、実証を進めてゆく必要がある。
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