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ドローンによる法面施工時の
面的サーモグラフィー計測の活用について
一般国道４５２号三笠市桂沢北改良外一連工事からの一考察
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山岳部に設ける比較的規模の大きな切土では、岩の種類や風化度、透水層の存在などによりしば
しば、小規模な変状を生じることがあり、多くの場合、土中の水分が関係している。
このことからドローンに赤外線カメラを取り付け、温度差を計測する事による「水分」の把握の
検討を行い、切土管理の一助にしたところである。
幾春別川総合開発事業新桂沢ダム建設に伴い水没する国道４５２号の付け替え道路工事からの一
考察である。
キーワード：維持管理、基礎技術、設計施工

1. はじめに
山岳部の切土工事では、土中水分 (滞留水) や表面
水 (集水地形) の影響で、すべり崩壊、表層崩壊など
の変状が発生することがある。これらは次の例のよう
に、水分の多少を面的なサーモグラフィー観測で判別
することが可能な場合がある。
例えば農業土木の分野では、埋設された暗渠の位置
を事前に知る事は重要である。しかし既設図面が整備
されていない事も多く、そのような場合、集水箇所と
なる暗渠の位置を、ドローンに搭載した小型カメラに
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よるサーモグラフィー計測で、面的に全体を把握する
ことが可能である（写真-1）。
近年、高性能ドローンが安価に利用可能となり、
4Ｋ技術によるカメラの小型化・高精度化が実現した。
また画像処理システムも精度を問わなければ、スマー
トフォンに搭載可能なものもサポートされてきている。
本稿では、上記のような観点からドローンによる、
切土管理に対する応用例を示すものである。

上空からの通常写真および熱温度分布
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2. ドローンについて
現在ドローンは、多くの土木工事現場で利用されて
いる。土木工事の現場は一定の広さを持つため、ドロ
ーンを用い俯瞰することで、工事の進捗を把握できる。
また、ＩＣＴの促進により、ドローンの利用が必然
となり、規模の大きな土工現場ではドローンが活躍し
ている。
近年の豪雨災害では、被災状況の短期間での把握や
災害復旧費の申請に利用されている。

2.2 データ処理システム
熱赤外線画像を解析するために、フリアーシステム
ズジャパン（株）社製の「FLIR Tools」を使用した。
当ソフトはスポット・エリア等の解析機能、放射率・
測定距離などの測定条件や熱画像のカラースケールの
変更を JPEG 形式で保存が出来る。

3. 切土管理への応用の試み

最近では自律航行機能を備えたマルチコプターが低
価格で利用可能である。
また、4 枚のローターをもつ「クアッドコプター」
が最も一般的であるが、ローターが 6 枚あるいは 8 枚
といった大型の機体もある。機体が大きくローターの
数が多いほどペイロード（搭載重量） が大きくかつ
安定した飛行ができるため、調査の道具としても十分
に実用的なツールとなってきた。
2.1 空撮カメラの改良・小型化
機体の大型化に伴い、搭載できるカメラにも種々の
ものが選択可能となり、高性能な防振装置も装着可能
となっている。
通常の可視撮影カメラ以外にも熱赤外線カメラの搭
載が可能であり、 法面の形状把握および健全度評価
を行うため静止画撮影と熱赤外線撮影を行う事も可能
と考えられる。
以下は、 今回の空撮で用いた機体および機材である。
（写真-2）

使用機体：DJI 社製 MATRICE 100

熱赤外線カメラ：DJI ZenmuseXT
（可視撮影カメラ：DJI ZenmuseX5）
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当該現場の周辺地形

国道 452 号は桂沢湖に面した山腹斜面を切盛土ある
いは橋梁で通過しており、当該現場は湖に向かって伸
びる尾根状地形突端の切土箇所にあたる。地質は白亜
紀の砂岩泥岩互層で、事前の調査ボーリング結果では
圧縮強度 20～30N/mm2 と測定され、軟岩系の中でも比
較的硬質な部類に入る。しかし、所によっては断層に
よる地層のずれ・破砕や褶曲による堆積構造の乱れや
地山内での遮水・集水構造などが見られ、さらに膨潤
性粘土鉱物であるスメクタイトを含有する凝灰質薄層
（以下：スメクタイト含有層）を挟在する場合がある
など、地質的な不確定性や地山不安定化のリスクを抱
えている地域でもある。
当初設計では、比較的健全な地山が分布する地質的
リスクの少ない地域を選定し、安全な切土工事を行え
る想定であったが、切土過程においてスメクタイト含
有層が分布することが判明したことから、施工方法の
再検討が必要となった。（写真-3）
再調査・再設計も考慮した施工方法の転換により、
スメクタイト含有層を極力避ける形で工事を進めてい
たが、降雨等の影響によると推測される法面変状がス
メクタイト含有層周辺に発生したことから押え盛土工
を実施するなど、現場不符号が生じている状況にある。
以上のような経緯を踏まえ、施工当初から安全性管
理の一環として試験的に導入していた、熱赤外線によ
る空撮データを精査・検討する事とした。

第 1 ｽﾃｰｼﾞ

第 2 ｽﾃｰｼﾞ
ｽﾒｸﾀｲﾄ含有層

第 3 ｽﾃｰｼﾞ

第 4 ｽﾃｰｼﾞ

写真-3

切土対象箇所全景（10/3）第 3 ステージにスメクタイト含有層が分布することが判明

3.1 岩盤斜面における熱赤外線調査
当該現場は完全な岩盤斜面ではないが、一般的には
以下の傾向があると言われている。
岩盤斜面における熱赤外線調査は、 斜面表面の温
度分布・温度変化を測定することにより、岩盤の風
化・開口亀裂の発達具合・岩盤のゆるみ状況・湿潤状
態等を把握する目的で行われるものである。
空気は暖まりやすく冷めやすい。さらに空気は熱を
伝えにくい。一方水は温まりにくく冷めにくい。岩盤
の温度は、空気や水の存在比率、すなわち岩石中の空
隙率と含水比によって、温度変化の大きさが変わるこ
とになる。風化が進んでいて乾いているような部分や、
空隙が多い部分は温度変化が大きく、健全部分や湿潤
部分は温度変化が小さくなる。
・放射温度計の利用方法と留意点
全ての物体は赤外線を出しており、 物体の温度が
高くなればなるほど強い赤外線を放出していて、 放
射温度計はこの赤外線を利用して温度を測定している。
赤外線は通常人が目で見ている可視光線と同じ"光"
の一種で、IR（InfraRed） とも呼ばれている。ただ、
可視光線より波長が長い（周波数が低い）ため肉眼で
見ることができない。（波長はおよそ 0.7～400μm）
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放射温度計を使用することのメリットは以下の2点
である。
高速で温度測定ができる
非接触で温度測定ができる
移動・回転する物体や、センサを接触させると表面
温度が変化するような物体（小熱容量物体）の温度測
定に有効で、その反面、物体の内部や気体の温度測定
ができない。また複数回、異なる条件下で測定した場
合はカラースケールを統一し比較する必要がある。
（写真-4）
3.2 当該現場における空撮結果
空撮は安全管理の一環として試験的に導入したもの
であったため、降雨後の日にちを選んで行われた。
表-1 に撮影日の 10 日前までの直近のアメダスの累積
雨量を示す。
表-1 の撮影日に対応する熱赤外線写真と通常写真が、
写真-6～8 である。
8/31～9/15 の時点では、写真-6 の第 1 ステージの排
水工と法面保護、第 2 ステージの排水工の敷設が終了
している。
10/3 の時点では第 2 ステージの法面保護が完了し、
第 3 ステージの切土工もほぼ終了した状態で、少なく
ともこの時点でスメクタイト含有層が発見されたので、
地山状況を注視することとした。
11/7 時点では、第 4 ステージに開口亀裂が発生した
ため変状箇所に押え盛土を行った状態である。

自動カラースケール
写真-4

統一したカラースケール
カラースケールを-10℃～20℃に統一表示

表-1 では、撮影日の 10 日前までの累積雨量はいずれ
も 50～70 mm の範囲にあるが、10/3 以前に発見された
スメクタイトは切土前であったため、10/3 までの累積
雨量と第 4 ステージの切土の影響で開口亀裂が発生し
た可能性は否定できない。
写真-5～8 の熱赤外線写真のカラーコンターは、赤
または白に近い部分ほど温度が高く、青に近いほど低
温である。ただしコンターは、最低～最高温度の幅で
自動設定されたもので、相対評価になる。
写真-5，6 において排水工および植生工の終了した
部分は温度が高く、排水工の効果を示している。第 2
ステージの白い筋は排水管であり、周囲の重機と同等
な温度である。切土法面の後背地は地形的に滞水して
いる可能性がある。10/3 以降の開口亀裂の発生が降雨
の影響だとすれば、写真-7 において後背地の温度が低
い事、また最多雨量を記録した写真-6 においても後背
地が低温である事は整合するが、ほとんど累積雨量が
変わらない写真-5，8 で後背地が高温になっている事
は矛盾する。特に撮影時の気温には数度の差しかなく、
外気温が大きく影響した可能性は低いと思われる。ま
た 11/7 の写真-8 では、日最低気温は 6℃であり、水の
保温性から後背地の温度が相対的に高かった可能性も
ある。
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以上より温度のカラースケールは最低～最高温度幅
の相対評価なので、絶対温度を管理する必要がある。
その際には地表温度を数点実測し、キャリブレーショ
ンを行う必要もあると考えられる。
今回の測定は試験的なものであったため、画郭が一
定ではなく、法面に対する撮影角度も一定ではない。
一般に熱赤外線撮影においては、撮影角度，撮影距離
により結果に無視できない相違が生じると言われてお
り、継続的観察により変状の可能性を早期に発見する
ためには、定点観測が是非必要であると考えられる。
変状の可能性の早期発見という観点で写真-6，7 に
注目すると、排水工が表面に露出している写真-6 では
排水管の影響が強く、内部の状況は見えないが、植生
工を施す事により内部の状態を平均的に示す可能性は
あると思われる。写真ではわずかな差ではあるが、写
真-7，8 に点線で示した温度境界は、写真-3 のスメク
タイト含有層位置と概ね対応しており、スメクタイト
含有層は水理構造の境界（透水層の大小）と考えられ
る。
当現場では固い岩盤と破砕や風化を受けた脆弱化し
た岩盤との境界部にスメクタイト含有層が分布してい
る場合があり、降雨等による地下水増加の影響で脆弱
部が不安定化して変状発生に至った可能性は否定でき
ないと思われる。

変状発生日： 10 月 12 日
表-1

写真-5

撮影日の 10 日前までの累積雨量，撮影時の気温

8/31 8:30 現在，気温 18.1℃
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写真-6

9/15 8:30 現在，気温 14.6℃（通常写真は 9/16）
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10/3 8:30 現在，気温 11.5℃
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押え盛土

写真-8
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11/7 10:30 現在，気温 15.0℃

4. まとめ
本稿では、サーモグラフィーカメラをドローンに取
り付け、切土法面管理に活用した。
サーモグラフィーにより法面の水分の分布が概ね把
握でき、安全管理等への利用が可能である。
温度解析ソフトが汎用のものであるため、変状要因
の明確な判別には至っておらず、今後改良が必要であ
る。
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今回はドローンを用い、鳥瞰的な面的定点観測を行
ったが、 ドローンによるプログラム飛行を利用し、
日々観測をすることは充分に可能であり、変状の兆候
を早期発見することを今後目指していきたい。

