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北海道の河川災害は、本州と比較し河岸侵食を伴う例が多く、水害を最小限に防ぐためにも
侵食の初期段階で状況を把握する必要がある。そこで、現在、CCTV から得られた画像を用いて、
迅速に河岸侵食の状況把握を可能とする評価システムの開発を進めている。本研究では、ディー
プラーニングを用いて学習することで、河岸侵食の変状検知の精度向上においてに一定の成果
が得られたため、その開発状況について報告する。
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1．はじめに
近年、AI 分野において深層学習（ディープラーニング）
を用いた方法は、目覚ましい発展を遂げている。この理
由として、機械自身（プログラム）が与えられた課題に
対して、データを学習する過程で適切なパラメーターを
調整することが可能となり、これを基にして解を求めら
れるという点にある。したがって、最適なモデルを作る
ためには、プログラムの構成と同時に、どのように訓練
（学習）させるかが重要となる。本研究では、
ディープラー
ニングを用いた河川監視の自動化を目指しているが、 従
来、河川監視といえば CCTV を用いて、主として河川構
造物（樋門・樋管）等の監視に利用されることが多かっ
た。しかしながら、平成 28 年の河岸侵食を伴う堤防決
壊の水害を境に、CCTV カメラを用いた堤防侵食の監視
や、簡易カメラの普及によって堤防監視や越水監視など
の利用も高まりつつある 1)。
この背景の 1 つとして、北海道開発局における河川の
管理延長は約 2,000km あり、日々の監視のほか、洪水時
に防災、減災を行うために、できうる限り異常個所をい
ち早く見つけ対応していくことが求められていることに
ある。実際に、平成 28 年の水害では、北海道で短期間
に各地で洪水被害が相次ぎ、国管理区間だけでも 6 か所
の堤防破堤が発生した。この水害では、被害の防止・軽
減に貢献する堤防や河岸の侵食初期の状況把握ができず、
数百 m にわたる大規模な破堤拡幅も状況把握に時間を要
した（写真 -1）
。
開発中の河岸侵食の監視評価手法は、これまで背景差
分により評価を行っていたが 2)、より精度向上を目指し
ディープラーニングによる方法で河岸侵食の変状検知を
行ったので、本報ではこの開発状況について報告する。

写真 -1 堤防決壊の様子（南富良野町：開発局提供）
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CDNet（ディープラーニング）
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図 -1 本モデルの概略図

2．研究の概要
(1) モデルの構成
本検討の全体像を図 -1 に示す。本モデルは、汎用の深
層学習用ライブラリである TensorFlow を用いて、プロ
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グラム言語 Python で構築した。河岸侵食の評価につい
ては、画像に写っている人や物を区分するセグメンテー
ションが可能な機械学習アルゴリズムである CDNet3) を利
用した。また、教師データは、画像変換を行う機械学習
アルゴリズムである CycleGAN4) および DRIT5) を用い
て生成した。なお、DRIT については、MSGAN6) を参
考により多様な画像生成が可能なように調整している（以
下、このモデルを DRIT+ と呼ぶ）
。
モデルの構築には、まず学習データによって侵食の有
無をモデルに深層学習を促し、次に学習させた結果の調
整（学習の補正）を検証データで行い、最後に実画像に
よる侵食の有無を見分けるという流れで行っている。
(2) データ収集
収集したデータは、12 地点の CCTV 映像データ（十
勝川 97.1k、十勝橋、十勝大橋、十勝川 71.1k 左岸、江
卸水位観測所、西一区水位観測所、東神橋下流、緑東大
橋上流、忠別橋下流、暁橋水位観測所、上川大橋下流左岸、
豊愛橋上流）で、期間を 2019 年 4 月 3 日から 2019 年 8
月 6 日までのものを利用することとした。
映像データを地点ごとの画像データに分類するため、
OpenCV の機能にあるテンプレートマッチング処理を用
いた。テンプレートマッチングは、対象画像とテンプレー
ト画像をピクセル単位で順次比較して行き、差分が少な
い領域を探していく機能である。この機能を元に、地点
。
ごとに画像を分類した（図 -2）
(3) 人工データおよび学習データの作成
データ収集画像中には、学習に利用可能な河岸侵食画
像が無かったため、ここでは実際の画像データを加工し
人工データにより学習用の教師データを作成した。具体
的には、まず、出水により水位が上がった状態の加工画
像（T0）を 8 枚作成し、次に T0 の画像に侵食が生じた
状態の加工画像
（T1）
を 38 枚作成した。作成した人工デー
タは、表 -1 に示すように学習用データと検証用データと
に分け、それぞれ時刻、季節、天気に画像変換すること
で画像データを追加した。最終的に追加後のデータは合
計で 12,566 枚となった。図 -3 に変換例を示す。
(4) 正解率と適合率
モデルの精度は、正解率と適合率によって求めた。正
解率とは、すべての予測結果のうちの正答率、適合
率とは正予測の正答率を示す。また、正解率は、(TP
＋ TN)/(TP+FP+FN+TN) 示される。ここで、TP: 実
際に変化があり予測も変化ある場合、TN: 実際は変
化なし予測も変化なし、FP: 実際は変化なし予測は
変化あり、FN：実際は変化あり予測は変化なしであ
る。適合率は画像内で変化ありと予測されたピクセ
ルの中で、正しいピクセルを抽出できた割合である。
モデルの検証は、1 回の学習で得られたモデルと、検
証データを比較し、正答率や適合率を確認した（1 回の

テンプレート画像

マッチング

画像_十勝大橋
マッチング率：一致部分あり

画像_十勝橋
マッチング率：一致部分なし

図 -2

マッチング

堤防決壊の様子（南富良野町：開発局提供）
表 -1

データ追加前後の画像枚数
学習用
T0

T1

人工データ
4
30
CycleGAN、
DRIT+による 1,416 7,464
変換追加

表 -2

検証用
True判 False判
定用
定用
4
8
1,366

2,320

合計
46
12,566

正解率と適合率

変化ありと予測

実際は変化あり
TP

実際は変化なし
FP

変化なしと予測

FN

TN

学習を 1 エポックと呼ぶ）
。今回のモデルでは、5 エポッ
ク学習させ、モデルの正解率と適合率を求めた。

3．モデルの適合性と実現象への適用例
(1) モデルの適合性
表 -2 にモデルの検証結果、全体を通してみると、TP
が 775 枚、TN が 2,320 枚、FP が 0 枚、FN が 641 枚 で、
正答率は 0.83 と比較的高い値となった。今回は、学習に
利用した地点の画像は 4 地点（計 4 枚）の写真のみであっ
たが、一度も見たこともない場所でも、変化ありと予測
する可能性は低かった。
図 -4 に代表的な検証結果の例を示す。正解（河岸侵
食個所は、実際に変化があり、予測では変化なしとした
個所は、変化が比較的小さい場合であった。CCTV 画像
の性質上、設置から遠方個所での変化は画素（ピクセル）
が小さいため、十分な予測が難しいことが考えられる。
適合率については、0.31-0 と低い値となった。画像
中の侵食面積が大きい場合は、位置は正しくとも侵食の
範囲の全てを捉え切れず適合率が小さくなるケースが多
かった（図 -3 b ) , d )）
。逆に、画像中の侵食面積が小さ
い場合は、侵食の範囲が無かったり（図 -3 a) )、別の個
所で侵食が生じていたりしていた（図 -3 c)）
。
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CycleGAN および DRIT+ による画像変換の例
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図 -3

代表的な予測結果

b)

c)

d)

図 -4

モデルの妥当性検証（代表的な予測結果）
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予測結果

(2) 実現象への適用例
実現象を対象として、現行モデルの適用例を示す。こ
こでは、平成 24 年に音更川で生じた河岸侵食の CCTV
のデータを利用した。
左は実際の画像で、右は本モデルによる結果を示した
画像である。本モデルによる予測結果は、左の画像の直
後に生じた侵食部分を赤のハッチを掛けて示している。
図の a) では、画像右側の河岸（天端道路）で生じている
小さな侵食箇所を捉え , 図の c) では大きな侵食個所を捉
えていていた。また、水面波は通常の変化と捉えている
ことが分かった。一方、今回、学習されていない状況は、
異常個所として検知された。例えば、図の b) で画像左上
に赤いハッチが見えるがこれは流木を捉えたものであり、
また、重機の移動や重機のライトについても赤のハッチ
を示した。このような現象は、逆にいえば、モデルの学
習がうまくいっているものと考えられる。現状は、侵食
以外の部分の検知をどのように除いていくか、また、侵
食部分の検知精度をどのようにあげていくかということ
が課題と言える。

元画像

a)

b)

c)

4．まとめ

図 -4

本研究では、河川変状を検知するモデルを構築し、検
証データに対して正解率 0.83（適合率 0.31）の精度で変
状を検知することができることが確認できた。
学習用データとしては、約 50 枚の人工データを作成
し、画像変換モデル（CycleGAN、DRIT+）を用いて約
12,000 枚にまで増強した。本モデルの適用例として、音
更川での侵食例を解析した結果、河岸侵食箇所を捉えて
おり、学習の効果をみることができた。本モデルの課題
として、小さい面積の変状への感度が小さいことや、学
習パターンの増強が求められる。
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