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堤体監視のための間接計測法の実用化について
―千歳川遊水地群の堤体挙動監視に向けて―

札幌開発建設部 千歳川河川事務所 ○喜澤 一史

土門 文之

千歳川遊水地では6遊水地で22.2kmの新設周囲堤を築造している。周囲堤築造箇所は泥炭性軟

弱地盤のため、工事中の挙動監視や盛土施工管理に細心の注意を払っている。完成後は試験湛

水が出来ない等の理由から挙動監視が重要な課題である。本論では埋設計器による観測計画に

加え、面的計測が可能であるTLS (LP)やUAV-SfM (画像)を用いた効率的な堤体監視のための計

測手法について報告すると共に実用化に向けた検討を行うものである。
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1. はじめに

千歳川河川事務所では、石狩川水系千歳川河川整備

計画に基づき5箇所の遊水地整備を実施しており、平成

27年度には舞鶴遊水地の供用を開始したところである。

これら周囲堤は、粘性土、泥炭、火山性の噴出物等

で構成される軟弱地盤上に、粘性土を主体とした盛土

材で築造されている。軟弱地盤上への盛土は、圧密沈

下が終了するまで数年を要することなどから、工事中

はもとより、完成後においても、その性状の把握、挙

動監視を常時実施する必要がある。

監視の方法は、①周囲堤に予め計器等を埋設し直接

かつ時間連続的に計測する直接計測と、②非接触計器

を移動させ高頻度かつ空間連続的（面的）に計測する

間接計測を予定している。間接計測には、近年普及が

進んでいるレーザー光を用いたTLS（Terestrial Laser

Scanning）と、動画や画像を撮影しそれらの視差を利用

したUAV-SfM（Unmanned Aerial Vehicle - Structure from

Motion）が有効である。これまで局所的な構造物計測に

試験的に用いられていたが、広範囲かつ植生が被覆す

る土堤計測での知見がないため、その実用化に向けて、

計測特性と、植生が計測に与える影響、観測精度、及

び作業性等の課題の検討を行なうものである。

2. 埋設計器による観測

周囲堤に150m~1,500m間隔で図-1に示す外部標的や沈

下板、観測井等の埋設計器を設置し挙動量計測を行な

うとともに、堤体内部の浸潤状態、間隙水圧等の堤体

内性状を監視する。データは連続的に記録されるが、

データの回収や標的・沈下板計測はその実施頻度に左

右される。

3. 間接計測の概要

(1) 堤体形状の挙動監視

堤体形状の計測は、従来のTS（トータルステーショ

ン）横断測量による直接計測と、以下に示すTLS、及び

UAV-SfMによる間接計測により行なう。

(2) 間接計測

TLSは、地上型3Dレーザースキャナーより射出する

レーザー光の対象物による反射パルスの往復時間やそ

の強度を計測することで、対象物までの距離や方位を

得る計測法である。

図-1 埋設計器設置断面図

間隙水圧計ケーブル

沈下板

観測井_水位計

外部標的

図-2 埋設計器設置状況（工事中の計測例）

車載したTLSによる計測 TLS解析データ

図-3 TLSの作業手順

TLS機器

標定点(GCP)設置・計測
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計測ポイントが点でしか

危険なため計測不能

測定できない
UAVは、一般的にドローンとも呼ばれる無人航空機で、

それにカメラを設置し画像を撮影する。SfMは、動画や

画像からカメラ位置を特定し、面的に3次元形状を認識

する技術であり、近年様々な分野や業界でその利用の

可能性が拡大している。

今回用いたTLSは、RIEGL社のVZ-1000で、半径1.4km

の計測が可能であるが、機械誤差8㎜と計測誤差100mあ

たり1mmの合計誤差を10mm以内に収めるため、1回の

計測範囲を半径100m、測定間隔を100mとした。UAVは

DJI社のPHANTOMシリーズで、使用したカメラの画素

数は3840×2160である。

4. 間接計測による遊水地周囲提管理の効果

(1) 洪水調節中の有効性

遊水地の洪水調節の仕組みは、①河川水位の上昇→

②越流堤から越水し地内へ河川水が流入→③遊水地水

位がピークに達し河川水位が低下し始める→④河川水

位が遊水地水位以下となったら排水門を開扉し、河川

水位の低下とともに遊水地水位を低下させる。

昭和56年8月洪水を用いて遊水地の洪水調節を再現

したのが図-5で、周囲堤法面が湛水する期間は3.9日

間である。周囲堤は洪水調節を開始すると水位により

外力を受け、かつ水が浸透しやすい状態となる。特に

パイピングが発生しやすい水位低下時は2.6日間に及

ぶため、挙動監視を頻繁に行なうことで、初期挙動を

早期に促え、迅速に対策を講じることが求められる。

遊水地水位が上昇すると従来のTS横断測量では図-6

に示すとおり①遊水地側法面は人が近づけないため計

測不可②計測ポイントのみで空間的な把握が不可。ま

た表-1に示すとおり③計測及び取りまとめ時間がかか

る。これらのことから間接計測がより有効的である。

(2) 直接計測と間接計測の作業時間

舞鶴遊水地の1回当たりの作業時間を表-1に示す。従

来のTS直接計測では取りまとめまで48時間(6日)かかる

が、間接計測では計測2～3時間、取りまとめまでを合

せてもTS直接計測の1/2以下である。特に洪水調節中

は、より迅速・高頻度に挙動監視をする必要があるた

め間接計測が有効である。

5. 間接計測における植生影響の課題

間接計測により堤体形状を計測する際に障害になる

のが植生被覆である。UAV-SfMは画像解析のため、植

生の被覆があれば植生表面を計測することになるが、

解析の過程で画像に占める植生の割合が少ない場合、

地表面の特徴点が優先されることにより地形情報を得

ることができる。一方、TLSのレーザー光の反射パルス

には、図-7のとおり植生表面によるものと植生の隙間

を通過した地表面によるものがある。このうち植生表

面の反射パルスを除去することで地表面の地形のみを

抽出することができる。市販ソフトウェアを用いれば、

隣接する反射パルスの差分が閾値を超えると障害物

（植生）と判断し、自動的に除去させることができる。

植生からの反射パルスの除去前後のTLS点群を、図-9a

～11cに示す。

6. 試験計測に見る計測特性と計測精度

3つの異なる植生状況のモデル地区を選定し、植生が

計測に与える影響度合いと、植生パルス除去がどの程

度可能かを調べるため試験計測を行った。

対空標識 UAVによる画像撮影 SfM解析データ

図-4 UAV-SfMの作業手順

図-7 TLSの計測模式図

カメラ

UAV

図-6 TS横断測量

表-1 直接計測と間接計測の作業時間比較

周囲堤
遊水地

植生の反射

水
位
(m
)

経過時間(h)

湛水継続時間 3.9日

水位低下時間 2.6日

図-5 外水位と遊水地水位関係グラフ（舞鶴）
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(1) モデル地区

①植生状況「粗」（東の里遊水地）：前年度に盛土工

事が完了し、自然に生えた草本が天端・法面に点々と

成育。草丈は10～20㎝程度で、まばらに30cm程度の草本

が存在するが地盤を遮る密度ではない。(図-8a）

②植生状況「中」（舞鶴遊水地）：前年度に種子吹付

した成長中の植生。草丈は10～20cm程度、草の隙間か

ら地表面が確認できる密度である。(図-8b)

③植生状況「密」（南幌築堤）：堤防除草前のため、

背丈50cm程度の草本が高密度に定着、表法面には1m以

上のオオイタドリが群落を形成。地表面が目視できな

い状況である。(図-8c)

(2) 計測結果

TLSの植生除去前後の反射パルスの結果とその差分、

及びUAVとの差分を以下に示す。

除去前：TLSの除去前に見られる白色部分は、植生や地

形等が影となりパルスが到達しないエリアである。植

生表面と地表面からの反射パルスが混在している。

（図-9～11a）

除去後：除去後に増えた白色部分は、植生反射パルス

を除去したことによりキャンセルされた部分である。

（図-9～11b）

除去前後の差分：植生除去前後の計測値の差分を示す。

その差分が植生除去効果である。（図-9～11c）

UAV-SfMとの差分： TLS植生除去後の計測値とUAV-Sｆ

M値との差分を示す。（図-9～11d）

①植生状況「粗」（東の里遊水地）：除去前後の差分

(図-9c)を見ると、天端・法面ともに10cm程度の植生除

去効果が見られる。

②植生状況「中」（舞鶴遊水地）：除去前後の差分(図

-10c)を見ると、粗の地区と同程度の植生除去効果が見

られる。

a：粗 b：中 c：密

草
丈

1m
以
上

草
丈

10
㎝
程
度

図-8 モデル地区の植生状況

周囲堤

a：TLS点群(RGB) 植生除去前

b：TLS点群(RGB) 植生除去後

1m

0m

c：TLS植生除去前後差分

( c = a – b )

0m

1m

( d = UAV –b)

d：TLS植生除去後とUAV差分

図-9 計測結果（植生状況「粗」）

b：TLS植生除去後

1m

0m

c：TLS植生除去前後差分

草
丈

30
㎝
程
度

a：TLS点群(RGB) 植生除去前

b：TLS点群(RGB)植生除去後

( c = a – b ) 

図-10 計測結果（植生状況「中」）

周囲堤
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③植生状況「密」（南幌築堤）：TLS除去前（図-11a）

の白色部分は、背の高いオオイタドリ等が後方へのパ

ルスを遮った部分である。図-11cに現れた差分が大き

いことは植生除去効果が大きいこととなるが、植生が

高密度で地表面が目視できない状況から察すると、全

てが地表面との差分とは言えず、大半が植生の高低差

による反射パルスの差分を示している可能性もある。

(3) 横断測量との比較

TS横断測量の地表面計測値に対するTLSの植生除去

値、及びUAV-SfM値の比較を示す。植生状況が粗では

TSとTLSで0～3cm程度の差となり、UAV-SfMで10㎝~15

㎝程度の差が生じている（拡大図１参照）。植生状況

が中では粗に比べ若干差が大きくなり、密ではともに

差が増大している。

次に、TS横断測量の地表面計測値に対する、TLS植

生除去値とUAV-SfM値の誤差のヒストグラムと、分布

図を図-13に示す。

TLSは、粗で+5cm付近、中では+10ｃｍ付近に誤差が

集中し先の尖った分布となっていることから、TS横断

測量が正の地表面計測とすると、粗、中では地表面を

実用可能な精度で促えることができていると思われる。

一方UAV-SfMは、全ての地点でTLSに比して誤差分布

が広くなっている。粗であれば、ある程度地表面の特

徴点が優先されることで、地表面形状を取得できると

予測していたが、TLSの中程度の誤差分布に留まった。

UAV-SfMの中・密、及びTLSの密では、図-11cに示す大

きな植生除去効果はあるものの、+40cm程度の誤差とな

った。

1m

0m

( d = UAV – b )

d：TLS植生除去後とUAV-SfM差分

a：TLS点群(RGB) 植生除去前

b：TLS点群(RGB) 植生除去後

1m

0m

c：TLS植生除去前後差分

1m

0m

d：TLS植生除去後とUAV-SfM差分

図-11 計測結果（植生状況「密」）

拡大図１

a : 植生（粗）

拡大図１

拡大図２

d : 植生（中）

拡大図２

e : 植生（密）

周囲堤

( c = a – b ) 

( d = UAV – b )

図-12 TSとの横断比較図

図-10 計測結果（植生状況「中」）
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次に、TLS及びUAV-SfMの植生除去により、植生状況

に対して地表面計測が、どの程度の精度で促えられる

かを探るために、計測断面ごとに植生の裸地割合と、

その各々のTS横断測量との標準偏差を回帰させたもの

が図-14である。

裸地割合は、画像をRGB解析して植生とそれ以外の

面積を判別し、植生以外の面積割合を求めたもので、

粗が40％以上、中が25～40％、密が25％以下であった。

誤差のばらつきを示す標準偏差をＹ軸にプロットす

ると、R2=0.8と相関関係がみられる。何れも右肩下がり

の回帰曲線となっており、裸地割合が大きくなると標

準偏差が小さくなる。TLSの回帰曲線の接線が、比較的

緩やかな勾配となる境界が、概ね標準偏差0.1付近であ

り、相当する裸地割合30％以上で標準偏差が収束し始

めることから、裸地割合30％以上を目安に植生除去効

果が高く、地表面を実用可能な精度で促えられると推

察される。一方UAV-SfMでは、裸地割合50％程度でTLS

に近づく傾向にあり、かつ標準偏差0.1程度であること

から、50％以上であれはTLSに近い情報が得られる。

7. 作業性の向上

計測監視を高頻度に、特に洪水調節中は迅速に行な

うためには、計測作業の効率化を図る必要がある。

(1) 標定点(GCP：Ground control point)の固定化

TLSでは、１計測範囲内にGCPを３点以上設置し、予

めTS又はGPSで座標を取得しておく必要がある。その

GCP設置が計測作業の5割以上を占めることから、計測

の度に設置するのではなく、GCPを常設し年1回程度の

計測で座標を固定化すれば、作業効率を大幅に高める

ことができる。しかし、計測の基準になるGCPが変位

した場合、計測地形全体が正しく計測されないため、

GCP変位が地形計測結果にどの程度影響与えている

か、その結果からGCPが変位した事実を把握し、変位

GCPの特定が可能かを調べるため、人為的にGCPの座標

値を3軸方向に各々8㎝変位させて地形計測への感度分

析を試みた。TLS計測と各GCPの位置を図-15aに示す。

GCP変位前後の計測地形変化量を見ると、図-15dでは

Z方向の変化量が全体的に大きくなっていることから、

実際に地形に生じた変位なのか、もしくはGCPに変位

が生じたのかを把握することができる。次に図-15a､b

のX、Y方向では、人為的に変位させたGCP付近に変化

が集中している(図中の○エリア)ことから、当該GCP

（△）の変位であると特定することができる。

a : 植生（粗）TLS b : 植生（粗）UAV-SfM

c : 植生（中）TLS d : 植生（中）UAV-SfM

e : 植生（密）TLS f : 植生（密）UAV-SfM

a : 計測位置とGCPの位置

: 計測点A

: GCP

計測点A

b : x方向の変化量

1m

0m

図-15 GCPの変位について

図-13 計測誤差のヒストグラムと分布

図-14 裸地割合と誤差

:変位させたGCP

: GCP

粗

中

密

接線が穏やか

TLSの差が小

裸地割合

標
準
偏
差
(m
)

相関（UAV-SfM）

相関（TLS）

UAV-SfM

TLS

○

×
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一方TLSは、事前に入力したGCP座標値と、計測中の

GCP座標に、設定した閾値以上の差異があると、当該

GCP計測位置で測定停止する機能も備えている。本計

測では閾値を10㎝に設定したが、さらに小さく設定す

れば、誤停止は増えるが、GCPの変位が現地計測中に

把握でき、その場でGCPを改測できる点で有効である。

(2) 標定点（GCP）の設置密度

GCP設置密度（頻度）と計測精度の関係を調べるた

めに、本計測で任意に設置した図-16に示す６点のGCP

による計測点Bの計測結果（計測点Bの半径100m）を用

いて、解析においてGCPの数を減し（最低３点必

要）、全GCPを使った結果との差を調べたのが図-17で

ある。赤線は①～③の順に、計測地点Bから近いGCPか

ら減したもので、遠いGCPを減らしても差異は大きく

変わらなかった。青線が⑥～④の順に計測点Bから近い

GCPを減したもので、右肩上がりに差異が増大する。

減数ごとに計測点Bから使用したGCPの平均距離を記し

たのが図-18である。本計測では平均距離67.3mより密に

設置していないことから、それ以上の精度は不明であ

るが、本論の計測精度を確保するならば、GCPを概ね

50～60mメッシュに３点設置する必要がある。

(3) 計測回数の縮減

標準勾配が4割、天端幅9.1mである東の里遊水地の周

囲低において、TLSで天端中央より遊水地裏法面を計測

した値と、法尻より同法面を計測した値とを比較した

のが図-19である。計測差異は3㎝以下であることか

ら、通常の堤防では、天端からの1回計測で堤防法面の

計測が十分可能と考えられる。

但し、舞鶴遊水地では図-20に示す遊水地裏側法面に

腹付盛土があり、天端からの計測では腹付盛土の天端

で遮蔽されるため、このような場合隣接道路からの計

測（図-20緑色パルス）で補うのがよい。

8. おわりに

遊水地周囲堤の挙動監視として用いた間接計測法は、

面的監視や作業性に優れ、特に洪水調節中は安全・確

実・迅速性の面で効果的である。

TLSでは、植生除去により、地表面を実用可能な精度

で計測できる裸地割合は、概ね30％以上であり、UAV-

SｆMでは、裸地割合50％以上で、TLSに近い情報が得

られる。それに満たない状況下では、①挙動の疑いが

ある箇所を抽出し、TSなどにより精密計測する箇所を

絞り込むための一次監視に用いる。②洪水中など高頻

度計測が必要な際に、植生を含めた相対比較として用

いる。③植生影響の少ない時期を選んで計測する。な

どが考えられる。

今後、間接計測（TLS及びUAV-SfM）が実用化され、

作業実績を重ねていくことで、遊水地周囲堤における

挙動監視だけに留まらず、河川縦横断測量等への展開

も可能であると考えている。
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図-15 GCPの変位について
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図-19 法尻から計測した点群との差異
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図-16 GCPの設置密度について
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図-17 GCPの設置密度について
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図-20 TLSの2回計測断面図
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