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深層学習に基づく河岸侵食の変状検知評価システムの開発
Development of Detection Evaluation System of Riverbank Erosion
Using Deep Learning
大石

哲也

横山

洋

大串

弘哉

OISHI Tetsuya, YOKOYAMA Hiroshi and OGUSHI Hiroya

国土交通省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。また、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、CCTVから得られた画像を用いて、迅速な
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、深層学習（ディー
プラーニング）を用いて、河岸侵食に対応する変状検知モデルを構築し、本モデルを過去に生じた被
災データに適用した検討結果について報告する。
《キーワード：自然災害；河岸侵食；CCTV；深層学習》
The Hokkaido Regional Development Bureau manages about 2,000 km of rivers, and in addition
to daily monitoring, it is necessary to identify and respond to abnormalities as quickly as possible to
prevent and mitigate disasters during floods. In addition, river disasters in Hokkaido are often
accompanied by riverbank erosion compared to those in Honshu, and understanding the situation at
the early stage of erosion could minimize flood damage. We should assess the situation at the early
stage of erosion to minimize flood damage. Therefore, we are developing an evaluation system that
can quickly assess the situation of riverbank erosion using images obtained from CCTV. In this
paper, we report on the development of a model for detecting riverbank erosion using deep
learning, which has yielded some results in improving the accuracy of the evaluation system.
《Keywords：Natural Disaster；Riverbank Erosion；CCTV; Deep Learning》
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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があげられる。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、どのように学習をさせるかが重要となる。

空知川での堤防決壊（北海道開発局提供）

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。従来、CCTVの映像による
河川監視は、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年の河岸侵食に伴う堤防決壊や落橋などの水害を
境に（写真－1）、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、国土交通省北海道開発局
（以下、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

河岸侵食に伴う落橋
（北海道開発局旭川開発建設部提供）
写真－1

で洪水被害が相次ぎ、国管理区間だけでも6か所の堤

河岸・堤防侵食の被害例

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）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）、侵食以外の情報も

7HQVRU)ORZقউছॵॺইज़شك
&'1HWॹقॕشউছॽشথॢك

௬भਚदؚ୫भથ૮॑ਖ਼
७ॢওথॸش३ঙথ௺भ९ইॺ
؟ٮ൸पढथःॊযृ॑યীघॊ

異常値とし抽出してしまう点など、複雑な事象に対す
る制御が難しかった。そこで本研究では、深層学習
（ディープラーニング）を用いて、河岸侵食に対応す
る変状検知モデルを構築により精度を向上させ、本モ
デルを過去に生じた被災データに適用した検討結果に
ついて報告する。

ਫੰ
ॹॱش

ઇపॹॱش
৾ಆ
भଓਫ

図－1
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本モデルの概略図

２．研究の概要
メンテーションが可能な機械学習アルゴリズムである
２．１

モデルの構成

CDNet3）を利用した。モデルの構築には、まず学習デ

本検討の全体像を図－1に示す。本モデルは、汎用の

ータによって変状の有無をモデルに学習させ、次に学

深層学習用ライブラリであるTensorFlowを用いて、

習させた結果の調整（学習の補正）を検証データで行

プログラム言語Pythonで構築した。河岸侵食の評価

い、最後に実画像により侵食の有無を見分けるという

については、画像に写っている人や物を区分するセグ

流れで行っている。
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表－1

⏬ീࡢရ㉁㸦ࣜࣝࡉ㸧
ከᵝ࡞⏬ീ⏕ᡂࡀྍ⬟
ேࡼࡿ⏬ീࡢ⦅㞟ࡀྍ⬟࡛ࠊ
ࡑࡢሗࡀಖᣢࡉࢀࡿ
㞷ࡢ᭷↓࡞
ࡁ࡞ෆᐜࡢኚᑐᛂྍ
1 ࡘࡢࣔࢹ࡛ࣝ
ከ⏝࡞⏬ീኚྍ⬟
Ꮫ⩦ࡢ᮰ࡢࡋ᫆ࡉ
࣭ࣔࢹࣝࡢ㍍ࡉ
࣭᮰ࡲ࡛ࡢ࢚࣏ࢵࢡᩘࡢࡁࡉ
࣭⌧ᛶ㸦ࣃ࣓࣮ࣛࢱㄪᩚ᭷↓㸧

画像変換モデルの特徴の比較

CycleGAN
۔


StarGAN
̿
̿

DRIT+
ۑ
۔

U-GAT-IT
۔
ڹ

FUNIT
۔
ࠐ

۔

̿

ۑ

۔



ۑ

̿

ڹ

ۑ

ۑ



۔

ڹ



۔

۔
۔
۔

۔
̿
̿

ۑ
ۑ
ڹ

ۑ
ۑ
ۑ

۔
ۑ
ۑ

教師データは、深層学習によりモデルを作成するう

࣐ࢵࢳࣥࢢ

えで欠かせないデータであるうえ、学習に利用可能な

ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ⏬ീ

࣐ࢵࢳࣥࢢ

データを収集するには多くの労力を伴うのが現状であ
る。このためにも、必要に応じて、教師データを増幅
して利用する作業が生じる。ここでは、多様な画像生
成ができ、学習時の収束のし易さを損なわないような
モデルを適用し、教師データの増幅を行うこととした。
モデルの適用にあたって、まず、代表的な機械学習ア
ルゴリズムである画像変換モデルのうち、Cycle
GAN4）、StarGAN5）、DRIT＋（DRIT6）にMSGAN7）
を参考により多様な画像生成が可能なように調整）、
U-GAT-IT8）、FUNIT9）と対象とし、表－1に掲げる6

⏬ീB༑ᶫ
࣐ࢵࢳࣥࢢ⋡㸸୍⮴㒊ศ࡞ࡋ

図－2

⏬ീB༑ᶫ
࣐ࢵࢳࣥࢢ⤖ᯝ㸸୍⮴㒊ศ࠶ࡾ

OpenCVによる画像データの分類

テンプレート画像とCCTVで得た画像を比較し、テンプ
レート画像に書かれた文字（画像）と一致すれば、対応す
るフォルダに振り分ける

つの項目について比較検討を行った。他のものと比較
し機能が著しく高い場合を◎、高い場合を〇、低い場
合を×、機能がない場合を－とし、主観的ではあるが

２．２

画像データの地点分類と学習データの作成

比較表を作成した。CycleGANは、画像の品質、人に

収集したデータは、12地点のCCTV映像データ（十

よる画像編集が可能で、モデルや収束までの検討回数

勝川97.1k、十勝橋、十勝大橋、十勝川71.1k左岸、江

（エポック数）が小さく、再現性が高いという点に特

卸水位観測所、西一区水位観測所、東神橋下流、緑東

徴を有していた。StarGANは、多様な画像変換（例

大橋上流、忠別橋下流、暁橋水位観測所、上川大橋下

えば、朝、昼、夜などの3つ以上の画像を作成するこ

流左岸、豊愛橋上流）で、2019年4月3日から2019年8

と）、モデルの軽さに優れていた。DRIT＋は、天候

月6日までの録画データを利用した。

の変化など多様な画像生成が可能な点で優れていた。

これらは教師データとして利用されるが、映像デー

U-GAT-ITは、CycleGANと似たような傾向を有して

タであるため、モデルに適用するには画像データに変

いた。FUNITは、CycleGANとStarGANを合わせた

換する必要がある。ここでは、映像データは10分毎に

ような評価となった。以上を比較した結果として、こ

切り出し、地点ごとの画像データに分類するため、

こでは、画質の品質、学習時の収束のし易さに優れた

OpenCVの機能にあるテンプレートマッチング処理を

CycleGANと、多様な画像生成が可能となるDRIT＋

用いた。テンプレートマッチングは、対象画像とテン

を用いて画像変換を行うことでデータの増幅を行った。

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）。
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図－3

CycleGANおよびDRIT＋による画像変換の例

元画像をCycleGANにより夏から冬へ変換し、DRIT＋により様々な天気に変換し教師データに利用

２．３

人工データおよび学習データの作成

地点ごとに画像を分類したが、侵食の様子を確認で

表－2

きなかったため、ここでは集めた画像の中から、実際

データ追加前後の画像枚数

Ꮫ⩦⏝

の画像データを加工し人工データにより学習用の教師

᳨ド⏝
True

データを作成した。具体的には、まず、出水により水

T0

位が上がった状態の加工画像（T0）を8枚作成し、次に

T1

ุᐃ
⏝

T0の画像に侵食が生じた状態の加工画像（T1）を38

ேᕤࢹ࣮ࢱ

枚作成した。作成した人工データは、表－2に示すよ

&\FOH*$1ࠊ

うに学習用データと検証用データとに分け、さまざま

'5,7ࡼࡿ

な時刻、季節、天気に画像変換することで画像データ

ኚ㏣ຍ

False

ྜィ

ุᐃ⏝

4

30

4

8

46

1,416

7,464

1,366

2,320

12,566

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。
14

寒地土木研究所月報

№823

2021年10月

２．４

表－3

正解率と適合率

データ追加前後の画像枚数

モデルの精度は、正解率と適合率によって求めた。

ᐇ㝿ࡣኚ

ᐇ㝿ࡣኚ

࠶ࡾ

࡞ࡋ

ኚ࠶ࡾண

775(TP)

0(FP)

ኚ࡞ࡋண

641(FN)

2,320(TN)

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。

枚、FNが641枚で、正答率は0.83と比較的高い値であ

モデルの検証は、1回の学習で得られたモデルと、

った。今回は、学習に利用した地点の画像は4地点

検証データを比較し、正答率や適合率を確認した（1回

（計4枚）の写真のみであったが、一度も見たことも

の学習を1エポックと呼ぶ）。今回のモデルでは、5エ

ない場所でも、実際に変化がないものについては、予

ポック学習させ、モデルの正解率と適合率を求めた。

測で変化ありとなる事例はなかった。
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

３．モデルの適合性と実現象への適用例

とした個所は、変化が比較的小さい場合であった。こ
３．１

の理由として、CCTV画像の性質上、設置から遠方個

モデルの適合性

表－3にモデルの検証結果を示す。全データからの
傾向を見ると、TPが775枚、TNが2,320枚、FPが0

7

7

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。
  ਫੰ
قఖ୫ᆽਚك

ટ

D

E



F

G

図－4

モデルの妥当性検証（代表的な予測結果）

T0は、出水により水位が上がった状態の加工画像、T1はT0の画像に侵食が生じた状態の加工画像、正解
は、T1で加工された侵食箇所で予測結果はモデルでの結果を示す。侵食の大きな加工画像b），d）は、侵
食を予測する可能性が高いが、侵食の小さい加工画像a），c）は、誤検知の可能性の方が高い
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適合率については、0.31-0と低い値となった。画像

୫  ীभ൸

୫धऔोञ൸

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－4 b），d））。逆に、画像中の侵食面

D

積が小さい場合は、侵食の範囲が無かったり（図－4
a））、別の個所で侵食が生じていたりしていた（図－
4 c））。
３．２

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図－5に
示す。ここでは、平成28年に音更川で生じた河岸侵食
のCCTVのデータを利用した。
左は侵食10分前の画像で、右は侵食が生じた直後の
画像である。右の画像には、侵食部分に赤のハッチを
掛けて、本モデルによる侵食された予測された結果を
示している。図のa）では、画像右側の河岸（天端道

F

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

図－5

モデルの適用例（音更川の河岸侵食）

左は侵食10分前の画像で、右は侵食が生じた直後の画像で
ある。画像中にある赤のハッチは、モデルよって変状が
あったと予測された箇所を示している

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

で画像変換が可能なモデルが発表された。これによ

くいっているものと考えられる。現状は、侵食以外の

り、教師データが不足する本モデルにおいても、これ

部分の検知をどのように除いていくか、また、侵食部

を活用することで精度向上が期待できると考えている。

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。

謝辞：本研究を遂行する上で北海道開発局帯広開発建
設部より貴重な資料を提供していただいた。ここに深
謝の意を表する。
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