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 堤防の点検について、より効率的・効果的な点検の実施に向けMMS等を活用した堤防点検(新
探査技術による点検)の検証を進めている。本稿は、堤防の損傷や変状等の把握について、新探

査技術による点検と従来から行われている目視点検結果を比較し、新探査技術による点検の精度

検証及び実用化に向けた検討結果を報告するものである。 
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1. はじめに 

(1) 堤防点検 
 河川の維持管理は河川法の一部が平成26年6月に改正

され、河川管理施設及び許可工作物に関して、それぞれ

の管理者が施設等を良好な状態に保つよう維持又は修繕

すべきことが明確化された。 
これまでも堤防点検により状態を把握することは、河

川維持管理において重要な役割を有するものであり、職

員により長大な堤防点検を実施してきたところである。 
堤防の点検について、河川堤防の機能を確保するため、

堤防等河川管理施設及び河道の点検要領(平成24年5月国

土交通省水管理・国土保全局河川環境課)に基づき、徒歩

による目視にて状態把握を基本とし、北海道開発局では

台風期前までの短い期間の中で実施する必要があること

から、点検の効率化が望まれている。 
 また、国土交通省でも、社会資本の維持管理・更新に

関し当面講ずべき措置(平成25年3月21日)の中で、現場に

おける維持管理の効率化を推進するため劣化・損傷箇所

の早期発見等につながる点検技術の開発・導入を推進し

ているところである。 
 こうしたことから目視点検の代替手法として、高解像

度カメラとレーザスキャナを車両に搭載することで(写
真-1)、走行しながら3次元空間計測を実施するモービル

マッピングシステム(以下、MMS)が期待されており、堤防

の損傷や変状等の把握について、MMSのほか、UAV(無人航

空機)を活用した点検(以下、新探査技術による点検)と従

来から行われている目視点検結果を比較し、新探査技術

による点検の精度検証及び実用化に向けた検討結果を報

告するものである。 
 

(2) MMSの概要 

 MMSは車両に複数の計測機器を構成して、一つの計測シ

ステムを形成している。主な機器構成としては以下の通

りである。 
a) GNSS 
 Global Navigation Satellite System(GNSS)：衛星測

位システム。車体又は情報取得機器の位置(座標)の取得。 

b) IMU 
 Inertial Navigation Unit(IMU)：慣性計測ユニット。

車体又は情報取得機器の姿勢(角速度、加速度)の取得。 

c) オドメータ 

 移動距離の取得。トンネルなどGNSS衛星の不可視区間 

では、車両の位置姿勢解析の補正情報として利用。 

d) カメラ 
周辺画像の取得。 

e) レーザスキャナ 
 周辺地物の位置(座標)取得。 
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写真-2 UAV 

(3) UAVの概要 

 ラジコンヘリ等、無人航空機にレーザスキャナを搭載

し(写真-2)、上空より計測を実施することで、天端からの

照射では死角となりやすい法面部の補完が期待される。 
 

2. 調査計画 

(1) 調査区域 

 本調査は、法面に発生する幅の小さいクラックや動物

等が生成する穴の検出、軟弱地盤層の圧密沈下に起因す

るはらみだしの検出に主眼を置いて検証を実施した。 
 調査区域については、堤防の沈下が懸念される軟弱地

盤地帯であること、法勾配の変化や小段の有無等堤防断

面形状の違いによる計測結果への影響を把握することを

考慮し、石狩川KP65.4～67.0、産化美唄川KP6.0～7.2、
美唄川KP2.2～3.5の3河川計4.1kmにて実施した(図-1)。 
 
(2) 調査条件と計測条件 

a) 使用機器 

 本調査ではMMSのほか、UAVによる計測を実施している。

各機器の仕様を表-1に示す。なお、MMS計測時の照射数は

550,000発/秒、スキャン速度は50回転/秒に設定しており、

水平方向5m先のレーザ点群密度が4,500点/m2となるよう

計測を実施した。 

b) 調査時期 

 MMSによる計測は、草丈の影響を強く受けるため、除草

直後に実施することが望ましいが、河川事務所の除草工

程、計測機器の手配、天候(雨天計測不可)と調整した結

果、除草後1週間～2週間の期間で実施した。なお、調査

区間は未集草区間である。 

c) 検証材の使用 
 調査計画段階では、比較検証する河川事務所による目

視点検が完了しておらず、変状の有無が不明であったこ

とから、クラック及び穴に見立てた検証材も現地に各河

川堤内外に法肩、法中間、法尻付近に3箇所ずつ配置した

(写真-3)。 
d) 計測方法 
 MMSは法肩にレーザ光が遮られるのを極力抑えるため、

天端路肩寄りに時速約9km/h(点群密度4,500m2/点確保出

来る速度)で往復走行し、UAVは往復で堤防全体の計測が 

 

図-1 調査箇所・標準断面図 

 

表-1 計測条件と機器仕様 

 

 

 

写真-3 検証材及び設置状況 
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項 目 内 容 備 考

車両 Toyota ラッシュ 全長：4,005mm
車幅1,696㎜

GNSS 二周波GNSSアンテナ 2台
POS LV 520

（Nikon-Trimble社
製）

IMU 取得間隔 200Hz
姿勢精度 ロール&ピッチ角 0.008°、

ヘディング角0.02°
オドメータ １台
カメラ 台数 標準仕様：前方3台

本業務仕様：
① 前方3台、横3台
② 前方3台、全周囲1台

取得間隔 最大10フレーム／秒
ピクセルサイズ 2448×2048ピクセル

（全周囲は1600×1200が6つ）
レーザ
スキャナ

台数 1台

VQ－450
（Riegl 社製）

照射数 最大550，000発／秒
スキャン速度 最大200回転／秒
照射角度 360°
到達距離 最大800m （照射数150kzの

場合）
設置角度 走行方向に対して90°（直

角）
設置高さ 標準仕様：地盤から2.3m

本業務仕様：地盤から3.6m
ヘリコプタ 産業用無人ヘリコプター

YAMAHA RMAX
全長：2,750mm
メインローター径
幅： 3,130㎜

GNSS 二周波GNSSアンテナ 1台
IMU 取得間隔 100Hz

姿勢精度 Angular Random Walk
0.0667°

カメラ －（今回搭載せず）
レーザ
スキャナ

台数 1台

LMS511
（SICK 社製）

照射数 最大27，000発／秒
スキャン速度 最大100回転／秒
照射角度 190°
到達距離 最大65m （照射数25Hzの場

合）
レーザクラス 1
重量 3.7kg

亀裂用 穴用

設置状況

亀裂幅5mm～100mm 穴寸法φ30mm～300mm

KA11

KB13

KB12

KB11

KA13

KA12
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可能となるよう高度20mより時速15～20km/hで計測を行

った。 
e) 堤防目視点検 
 MMS及びUAVによる計測との比較対象となる目視による

堤防点検は河川事務所で実施した結果30箇所の変状を対

象に検証した。 
 

3. 計測結果 

(1) MMSの計測結果 
a) クラックの検出 
 図-2は石狩川で確認したガリ浸食で、クラック幅は広

いところでは10cm以上であったが、MMSカメラ及び点群デ

ータではクラックを確認することは出来なかった。 

b) 動物等による穴の検出 
 法面にある穴については、MMSカメラ及び点群データで

確認することは出来なかった(図-2)。 

c) はらみだしの検出 
 目視点検では挙げられていなかった、はらみだしが点

群データの解析により検出された(図-3)。 

d) 検証材計測結果 

 3河川の計測結果を表-2に示す。クラックの検出につい

ては、カメラ画像は位置によっては5mmのクラックまでは

認識可能であった。レーザ点群データについては、位置

によっては100mmのクラックは認識できたが、大半は模型 

 

 
図-2 クラック、穴の検出結果 

 

図-3 はらみだしの検出結果 
 
 

表-2 検証材計測結果一覧 

 

目視時写真(穴)

点群データ(穴)

MMSカメラ(穴)

目視時写真(ｸﾗｯｸ)

点群データ(ｸﾗｯｸ)

MMSカメラ(ｸﾗｯｸ)

点群データ

目視時写真
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の認識すら困難な結果であった。穴の検出については、

クラック検出同様にカメラ画像は直径50mmまでは認識可

能であり、レーザ点群データは100mmの穴は認識できたが

大半は模型の認識すら困難であった（図-4）。 
e) MMSと目視点検の比較 

 目視点検により検出された変状数を母数とし、MMSでの

検出率について表-3に示す。ガリ浸食等の法面の変状に

ついては、44.4%と低い検出率となっており、小動物の

穴については0%と全く検出することができなかった。そ

の他、天端の不陸については80.0%、裏法尻部の窪みや

函渠翼壁部の開口や護岸の沈下は100％の検出率となっ

ている。 
 
(2) UAV計測結果 

 全ての検出項目でMMSを下回っており、数mレベルの大

きな窪みやすべりなどの面的な変状はとらえることは可

能だが、検証材を認識することすら不可能であった(図

-5)。 

 

4. 考察 

(1) クラックの検出について 
 近接しなければ、草地に紛れ目視でも確認が困難な状

況であることから、レーザ光が草に遮られること、法面 
 

 

図-4 検証材の検出結果 

と平行に近い角度で照射されるため法面部は点群密度が

薄くなることから、亀裂の形状を捉えることができなか

ったと推測される。 

 
(2) 動物等による穴の検出について 
 クラックと同様草の影響もあるが、目視でも角度によ

っては発見することが困難であり、MMSでは天端からの一

方向の画像及びレーザ光であるため、検出できなかった

と推測される。 

 
(3) はらみだしの検出について 
 目視点検が視認による点情報であるのに対し、MMS

は堤防の形状を3次元的に把握することが可能であるこ

とから、一定の基準に対して定量的に捉えられる利点が

あるため、目視では確認が難しい堤防全体に及ぶ変状把

握に優れている。 

 

 

 

表-3 河川毎、変状毎の検出率 

 

 

 

 

図-5 UAV計測結果 

検証材(ｸﾗｯｸ)

検証材(穴)

河川名 点検種別 合計

土堤 樋門等構造物周辺

検出率

法面・堤防護岸

天端
裏法尻

部
堤脚
水路

構造物
の天端
及び
法面

構造
物の
接合
部

函渠
翼壁法面

変状
泥濘
湿潤

モグ
ラ穴
等

石狩川

Ｈ26
年度目視 12 3 1 1 3 1 3 － － － 100％

Ｈ26
ＭＭＳ 12 0/3 0/1 0/1 2/3 1/1 2/3 － － － 41.7％

産化
美唄川

Ｈ26
年度目視 7 4 － 1 － － － 1 － 1 100％

Ｈ26
ＭＭＳ 7 3/4 － 0/1 － － － 0/1 － 1/1 57.1%

美唄川

Ｈ26
年度目視 11 2 2 1 2 － 1 2 1 － 100％

Ｈ26
ＭＭＳ 11 1/2 1/2 0/1 2/2 － 0/1 2/2 0/1 － 54.5%

三川
合計

Ｈ26
年度目視 30 9 3 3 5 1 4 3 1 1 100％

Ｈ26
ＭＭＳ 30 4/9 1/3 0/3 4/5 1/1 2/4 2/3 0/1 1/1 50.0％

変状項目毎のＭＭＳ移動
計測での検出率 44.4% 33.3% 0 80.0％ 100％ 50.0% 66.7% 0 100％

検証材の確認

面的起伏の確認

検証材設置箇所
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(4) 検証材計測結果について 
 カメラ画像、レーザ点群共に設置位置によって検出率

に違いが生じていた。3河川の検出傾向を見ると、小段下

の法面等、天端から死角となる位置にある模型は認識す

ることが出来なかったことから、変状の規模だけではな

く、変状の発生位置も重要な要素だと考えられる(図-6)。

また、石狩川で模型を認識できなかった要因としては、

未集草区間であったことから、放置されていた刈草にレ

ーザ光が遮られていた影響が大きい(図-7)。 

 
(5) 目視点検とMMSの比較について 
ガリ浸食等の法面の変状、小動物の穴については検出

が難しく、天端の不陸、裏法尻部の窪みや函渠翼壁部の 
開口や護岸の沈下については検出しやすい傾向が本調査

で確認できた。しかし、約4kmの調査では母数が1～9と
少ないことから、MMSの検出特性を明確にするためには、

検証対象数を増す必要があると考えられる。 
 
(6) UAV計測結果について 

上空からの計測により、法面部の点群の欠けは少ない

が、検証材を認識することすらできなかった。その要因

としては、UAVの直下で概ね10cm間隔で点群データを取

得しているが、レーザスキャナの性質上、遠方になるほ

どレーザスポット(フットプリント)の直径が大きくなる

ことから、今回搭載したレーザスキャナでは、20m先で

約10cmの範囲の平均の高さデータとなってしまってい

るためと考えられる(図-8)。 
 

5. まとめ 

 今回の検証の結果、天端の不陸については、目視で検

出されている箇所以外にも多く検出されたが、法面の亀

裂や穴等の小さなクラック等についてはほとんど検出さ

れなかったことから、点検としては的確に捉える結果を

得ることが出来なかった。その要因としては、植生にレ

ーザ光が遮られることにより、地盤を捉えることが出来

ていないこと、変状の発生位置によって、天端から死角

となってしまうことが上げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善策の提案として、植生の影響については除草及び

集草後速やかに計測することが考えられる。天端からの

死角については、可能であれば法尻部の走行、UAVの高度

を下げ調査範囲を限定する等の対応が考えられる(図-9)。 

次にMMSの実用化として、堤防点検の効率化を図る観点

で、堤防機能に影響を及ぼす変状を目視よりも短時間に 

 

 
図-7 石狩川点群データ 

 

 
図-8 1点あたりの高さデータ 

 

 
図-9 死角箇所の補間 
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図-6 検証材検出位置 
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現場条件に柔軟に適切に実施しなければならないが、本

検証で前述の通り小さなクラック等を的確に捉えること

が出来なかった。また、堤防点検は管理延長全て実施す

ることが基本であり、広域な石狩川で100km計測を実施し

たと想定した場合、計画準備から解析を完了するまで7

週間程度必要なことと(表-4)、計測、解析の時差など時 

間的にも課題を残している。 

しかしながら、MMSの優位性として、はらみだしや沈下

といった堤防全体に及ぶ変状の検出に優れていることが

確認された。新探査技術の実用化は、従来から行われて

いる目視点検の代替手法には現段階で難しいが、目視点

検では確認が難しい堤防全体に及ぶ変状を捉えることが 
出来ることから、軟弱地盤地帯での活用等、対象河川で

注視すべき課題に適した点検手法を組み合わせることで、

早期の異常検出、補修、対策等、効果的な堤防管理への

活用が期待されることがわかった。さらに、今回の検証

は単年データによるものであるが、経年データを蓄積し、

変状を判断するための基準をもうけることが出来れば、

検出精度向上及び解析の効率化が期待できる(図-10)。今

後は効率化のため、さらなる検証を積み重ねる必要があ

る。 
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表-4 作業工程 

 
 
 

 
図-10 基準作成による効率化 

※除草の進捗により変動

７週 ８週

計画　準備

除草・集草

計測

　解析

石狩川100kを連続計測する場合のスケジュール

６月 ７月

１週 ２週 ３週 ４週 ５週 ６週

閾値以上の領域を
色分け表示

面積1㎡以下の
領域を削除

前年度地盤
施工時地盤
計画断面等から
基準となるライン
を設定
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