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まえがき  

軟弱な泥炭層地帯を流下する石狩川では、10cmオーダーの堤防沈下が生じている箇

所が存在する。このような堤防の変形状況を把握することは河川の安全性を管理する

上では極めて重要であり、従前より巡視員による厳格な目視調査ならびに定期的な河

川横断測量による堤防の変形状況の計測、ならびに必要に応じた補修等が行われてい

る。一方、最近では高性能デジタルカメラが安価となることで急速に普及し、測量等

の分野においても適用されつつある。本報ではフィルダムの変形挙動解析への適用 1) 

が検討されているデジタルカメラによる画像解析手法を用いて、堤防の変形挙動把握

を試みた結果を報告し、併せて同手法が堤防の変形挙動を従来よりも定量的かつ簡便

に把握しうる可能性のある手法であることを報告する。 

 

1. 調査の背景 

今回調査を行った石狩川左支川産化美唄

川は、石狩平野の南部をほぼ東西に西流し

ている（図－1）。石狩平野は軟弱地盤であ

る泥炭層が広く分布していることから、地

盤の不等沈下や変位が著しいことが知られ

ており、調査箇所付近の堤防でも不等沈下

や大きな変化が認められてきた。このよう

な軟弱地盤地帯では、定期的に河川横断測

量を行うことによって堤防の変形状況を計

測し管理・補修工事を行っている。しかし

横断測量には多くの労力と経費を要するた

め、それらの軽減策としてより簡便な手法

によって堤防変位状況を計測することが望

まれている。そのため、フィルダムの変形挙動解析への適用が検討されているデジタ

ルカメラによる画像解析手法を用いて、堤防の変形挙動把握を試みた。 

 

2. 画像解析手法による写真測量の概要 

画像解析手法による写真測量は、撮影した写真画像の平面座標を測定し、被写体、

レンズ、フィルムを結ぶ光の幾何学条件を利用して、被写体(対象物)の空間的な位置、

すなわち３次元座標を求めるものである 2)。このうち、対象物を２ヶ所以上の異なる

 

図－1 調査位置 
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位置から撮影した２枚以上の写真を用いて、対象物の３次元座標を求める方法を立体

写真測量と呼び、本報告では、この方法により対象物の位置座標を算定する。 

本計測においては、堤防の天端と堤外部の法面に対象物となる標的を設置し、対岸

から複数のカメラ位置で撮影を行う。その画像の位置座標を３次元座標に変換して標

的の位置座標を計測する。沈下量等の変化の把握は、異なる時期の撮影を繰り返しそ

れらを解析、比較することにより行う。 

 

3. 計測方法 

3.1 計測対象範囲 

計測は、産化美唄川の盛立工事完成直

後の築堤部において行った。計測対象範

囲は、図－2 に示すように、左右岸の約

350mの範囲である。この地点は、平成18

年9月に盛立が終了し、11月から翌年の5

月までの期間において平成18年11、12月、

平成19年1月、5月の4回計測を行った。 

 

3.2 計測ネットワークの設定 

図－ 2、図－ 3 に示すように、左右岸

の計測対象範囲をそれぞれ４セクション、

計８セクションに分割し、堤防天端から

対岸に配置したターゲットを撮影する計

測ネットワークを設定した。 

ターゲットは、位置を計測するための

「標的」、距離の基準とするための「距

離尺」、隣接セクションとの位置関係を

決 め る た め の 「 相 対 基 準

点」の３種類に分け、図－

3 に示すとおり１セクショ

ンあたり標的８点、距離尺

３点、相対基準点４点の合

計15点のターゲットを設置

した。 

 

3.3 ターゲットの配置と仕

様 

計測対象となる標的の配

置は、図－3 に示すように天端には１セクションあたり、標的４点、距離尺（横型）

２点を設置した。また堤外側法面下部には標的４点、距離尺（縦型）１点、相対基準
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図－2 計測対象範囲とセクション分け



 

点４点を設置した。標的の河川縦断方向の間隔は、約16～18m である。 

ターゲットは、積雪による変形、破損等の影響を考慮して着脱方式とし、撮影時の

みの設置とした。 

 

3.4 写真撮影 

計測（写真撮影）にあたって使用

したカメラは、1200万画素（最大記

録画素数4256×2848ピクセル）のデ

ジタルカメラで、レンズは、被写体

までの距離、標的の位置座標決定精

度を考慮し 24mm の単焦点レンズを

使用した。 

撮影箇所は、図－3 に示すように、

対岸の堤防天端に１セクションあた

り５箇所設置した。本計測手法では、

１枚の写真に最低９点のターゲット

が撮影されている必要があるため、

対岸のターゲットをすべて捕捉でき

る よ う に 、 カ メ ラ の 向 き （ ア ン グ

ル）を変えて撮影を行った。また、

図－4 に示すように、各撮影箇所の

１アングルにつき、撮影方向を軸に

してカメラを約90度ずつ回転して撮

影を行い、レンズの歪みの補正を行

った。 

 

4. 解析手法 

計測により最終的にデータ

として得られるものは、各標

的の各写真上の平面座標であ

る。各写真画像では、標的の

重心座標を 0.1ピクセルの精

度で算出する。このデータか

ら、被写体、レンズ、フィル

ムを結ぶ光の幾何学条件と座

標変換の理論を用いて対象点

の３次元座標を求める。方程

式の未知数（パラメータ）は、

表－ 1、図－ 4 に示すように、
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図－5 解析の流れ 

図－4 解析パラメータ 

表－1 解析パラメータと計算方法 

計 算 方 法

(X, Y, Z)

主点位置 （x0, y0）

画面距離 c

レンズ歪み
係数

A, B, K1, K2,
K3, P1, P2

撮影位置 (X0, Y0, Z0)

撮影角度 ω, φ, κ

自己較正つきバンドル調
整法により算出する。

主点位置，画面距離につ
いては、実験室で精密較
正（キャリブレーション）さ
れた結果を初期値として
算出する。外部標定

要素

パラメータ

対象点座標

内部標定
要素

標的（対象物） 

（X，Y，Z）

外部標定要素 
 撮影位置（X0，Y0，Z0）
 撮影角度 ω，φ，κ 

内部標定要素
 主点位置（x0，y0）
 画面距離 ｃ 
 レンズ歪み係数 

90°90°

90°90°

カメラ



 

対象点の３次元座標、カメラの焦点距離やレンズ歪み係数などのカメラの構造に関す

る内部標定要素、カメラの撮影位置と角度の外部標定要素の３種類がある。本解析に

おいては、これら３種類の未知数を計測時毎に一緒に求める「自己較正つきバンドル

調整法」より各標的の地理空間座標を計算する 3)、 4)、 5)。  

次に、各標的の挙動値を算出するため、図－5 に示す解析の流れにしたがって、各

計測時と１回目の変位差を算出する。標的の計測差が誤差か変位かどうかの判定には、

変位誤差楕円体法を用いる。変位誤差楕円体法 6) とは、各計測時の計測点の誤差分散

範囲（確率約99％）を楕円体で表し、計測差が誤差範囲である楕円体を超える場合は、

何らかの変位があったと判定する方法である。 

 

5. 解析結果  

5.1 変位の判定結果 

変位量の解析は、“１回目と２回目”

（1月後）、“１回目と３回目”(2月後)、

な ら び に “ １ 回 目 と ４ 回 目 ”（ 半 年

後）の３次元座標差を対象として実施

した。 

表－2 に、標的の変位ベクトルが変位誤差楕円体を越えた標的数を示す。これより、

水平方向の変位差（⊿X と⊿Z）については、変位誤差楕円体を超えているものが全

体の10～ 40％程度と計測の初期から多数あるが、鉛直方向の変位差（⊿Y）について

は、１回目と２回目の座標差では０個、１回目と３回目の座標差では４個、１回目と

４回目の座標差では16個あり、大半は誤差の範囲に収まっていることがわかる。 

水平方向の変位差については変位誤差楕円体を超えているものが多く、計測に使用

した標的が、着脱式としたことにより誤差があったものと考えられる。そこで、標的

を着脱式としたことによる設置誤差がどの程度であったか検証を行った。 

図―6 に設置誤差の概念を示す。再設置の際、当初設置した標的との角度差をθと

すると、単管パイプ端点と標的重心の距離Ｒ（＝820mm）が一定であるため、水平方

向の変位差を⊿X＝Rsinθで求めることができる。これより、角度がわずか1°の誤差

で水平方向変位差14.3mm の誤差が生じることが分かる。 

上記の方法により変位誤差を解析したところ、各

標的の角度θは、全体平均で1.7ﾟ、最大で7.2ﾟ、と

いう結果であり、平均24.3mm もの設置誤差がある

と推測される。 

以上より、本計測における標的の水平方向の移動

量には、標的を着脱式としたことによる設置誤差の

影響があったものと推測され、以下の議論では鉛直

方向（⊿Y）の移動量のみに着目して変位の検知を

行った。 

 

 

 

表－2 変位ベクトルが変位誤差楕円体
を越えた標的数 

（カッコ内は全体数に対する割合） 

1回目と2回目
の変位差

1回目と3回目
の変位差

1回目と4回目
の変位差

⊿Ｘ（水平方向） 7 (11%) 12 (19%) 15 (23%)

⊿Ｚ（奥行き方向） 18 (28%) 19 (30%) 26 (41%)

⊿Ｙ（鉛直方向） 0  (0%) 4  (6%) 16 (25%)

図－6 設置誤差の概念



 

5.2 鉛直変位の傾向 

鉛 直 方 向 で 移 動 （ 変

位）が検知された標的は、

前述の通りであるが、表

－3 に、天端に設置され

た標的の時期毎の鉛直方

向座標差（マイナスが沈

下方向）を示す。表中で、

Epoch1-2 等 の 表 記 は 、

２回目と１回目の座標差

を表し、ハッチ部は、変

位差が変位誤差楕円体を越えた標的（何らかの移動が検知されたもの）を示す。表－

3 と天端以外に設置した標的の結果より、以下のことがわかった。 

・移動（変位）が検知された標的の大部分は、天端に設置された標的である。 

・天端に設置された標的の座標差は、３回目までの計測ではほとんど変位差はないが、

４回目の計測では10mm程度の沈下傾向であり、最大値は標的704の 22.8mmである。 

・１回目と４回目の座標差を天端の縦断方向でみると、隣りあった標的（間隔16～

18m）同士では、移動（変位）が検知されたものとされないもの、沈下傾向のもの

と隆起傾向のものがあり、系統性を有していない。 

・天端以外の堤外法面に設置された標

的のうち、変位差が誤差楕円体を越

えた標的の変位差は10mm以下であり、

天端に設置された標的の座標差より

も小さい傾向にある。 

以上より、今回の計測による堤防天

端の変位（ 11月末から 5月末までの半

年間）は、全体的にみると 10mm 程度

の沈下傾向であったと考えられる。 

 

5.3 沈下パイプによる計測沈下量との

比較 

築堤工事において設置した沈下パイ

プによる沈下量の計測結果と本計測に

よる沈下量の結果を比較する。 

沈下パイプによる計測は、縦断方向

50m間隔の測線で、工事終了の１ヶ月

後にあたる平成18年11月初旬まで実施

されている。この後、平成 19年 5月初

旬に２測線（SP6700と SP6900）につい

 

 

Epoch
1-2

Epoch
1-3

Epoch
1-4

Epoch
1-2

Epoch
1-3

Epoch
1-4

801 -1.5 2.1 0.7 101 -1.1 -2.1 -9.8
802 -1.1 -1.5 -4.8 102 1.0 -2.2 5.5
803 -2.4 1.3 -0.6 103 0.9 -3.7 -12.3
804 0.3 -0.7 -1.9 104 0.5 -4.2 -11.4
701 -1.9 -5.9 -12.1 201 2.2 -0.9 -4.6
702 0.5 -4.4 -2.8 202 2.7 0.2 -4.1
703 -1.2 -6.4 -7.1 203 4.1 1.9 9.5
704 -6.2 -15.6 -22.8 204 2.7 3.3 -1.2
601 1.7 -1.8 1.0 301 2.9 7.1 0.7
602 1.0 -6.4 9.8 302 2.5 6.0 1.4
603 -1.1 -7.7 -1.5 303 -0.9 5.6 -3.2
604 -0.9 -6.5 2.9 304 0.4 6.0 1.8
501 -0.8 2.0 3.2 401 -25.7 -15.5 -8.6
502 0.5 0.3 -4.4 402 -12.5 -11.2 3.6
503 -0.4 -2.9 -12.0 403 -9.2 -11.5 0.7
504 1.2 -10.1 -6.3 404 -2.9 -11.3 1.6
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表－3 天端に設置された標的の鉛直方向座票差

図－7 計測沈下量と標的の沈下量の比較
（写真測量計測期間の沈下量） 



 

て沈下パイプの計測が実施されていることから、本計測による沈下量との比較には、

この２測線のデータを用いた。 

写真測量による天端に設置した標的の位置と、沈下パイプによる計測位置及び沈下

量の比較を図―7 に示す。また、図－8～図－11 は、各測線の沈下パイプによる計測

沈下量と本計測による沈下量の経時変化の比較を示す。沈下パイプによる計測沈下量

は、最上部盛土層の盛立後（8月中旬）からの経時変化を示している。本計測による

沈下量は、沈下パイプによる年内最終計測値（11月初旬）と翌年5月の計測値を直線

補間した位置を１回目（11月末）の計測値とし、１回目計測からの相対変位としてプ

ロットした。これら図より、以下のことがわかる。 

・左岸SP6700測線の沈下パイプによる沈下量と標的704の沈下量経時変化（図－8）は、

良い一致を示している。 

・左岸SP6900測線の沈下パイプによる沈下量と標的503、502の沈下量経時変化（図－

9）は、沈下パイプによる沈下量の方が大きな値となっているが、沈下傾向はとら

えている。 

・右岸SP6700測線の沈下パイプによる沈下量と標的103、104の沈下量経時変化（図－

10）は、沈下パイプによる沈下量の方が大きな値となっているが、沈下傾向はとら

えている。 

・右岸SP6900測線の沈下パイプによる沈下量と標的401の沈下量経時変化（図－11）

は、本計測による沈下量データにばらつきがあり、同傾向を示しているとは言えな

い。 

 

図－8 計測沈下量経時変化と標的沈下
量の比較（左岸 SP6700）  
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図－10 計測沈下量経時変化と標的沈
下量の比較（右岸 SP6700）  
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図－11 計測沈下量経時変化と標的沈
下量の比較（右岸 SP6900）  
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図－9 計測沈下量経時変化と標的沈下
量の比較（左岸 SP6900）  
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以上より、本計測による沈下量と沈下パイプによる沈下量経時変化は、概ね調和的

であることがわかる。 

 

6. 今後の課題と展望 

今回の写真測量による築堤沈下量計測により明らかとなった課題とそれらの展望は

以下のとおりである。 

(1) 標的の安定性と耐久性の確保ならびに標的設置方法 

樋門撤去工事に伴う堤防の挙動解析など、短期的な計測を行う際には、写真計測用

の標的を固定することが可能と思われる。しかし、長期的かつ広範囲にわたって写真

計測で堤防の挙動観測を行う場合には、維持管理上の支障になるため、標的の存置が

難しいという問題がある。ただし、標的を着脱式にする場合には、着脱後再度設置す

る際に、着脱前と同じ状態でしっかり固定された状態を確保するための工夫が必要で

あるという課題が明らかとなった。 

(2) 作業効率の良いネットワーク配置について 

写真測量による位置座標の解析精度については、①カメラの画素数、②標的の大き

さ、③撮影距離、④カメラと標的の配置（計測ネットワーク）、等が影響を与えるも

のと考えられる。①～③については、解析精度を決める上での基本的な要素となるが、

④の計測ネットワークを適切に配置することで、作業効率の良い計測ネットワークを

構築することが可能となる 7)。必要な計測精度で、効率の良いネットワークを配置す

ることは、カメラの設置箇所数、撮影枚数等を少なくすることに繋がるので、撮影労

力等の軽減に繋がる。 

(3) 絶対座標の計測（基準点との位置関係計測）について 

今回の計測では、ローカル座標系による堤防の相対的な沈下量について計測を行っ

た。計測ネットワークに基準点などの既知点を含め計測を行うと、絶対座標での計測

が可能となるので、計測の汎用性が拡がると想われる。 

 

あとがき 

築堤工事完成直後の産化美唄川堤防において、写真測量による沈下量計測を行った。

計測は計４回行い、標的の３次元座標に基づいて、１回目の計測に対しての変位差を

算出した。これら３成分変位差のうち、水平方向変位差については、着脱式の標的を

設置する際の設置誤差の影響が大きく変位検知の判断ができなかった。そのため、沈

下方向の鉛直成分変位差に着目して沈下変位について検証を行った。 

その結果、全体的に見ると、計測期間中（11月末から5月末までの半年間）に堤防

天端で10mm 程度の沈下傾向を示す結果となった。また、本計測による沈下量データ

と沈下パイプによる計測結果（左右岸それぞれ２測線）を比較した結果、両者の結果

は調和的であり、今回の写真測量による沈下量計測の妥当性を示すことができたと考

える。 

本調査において堤防変位状況を把握するにあたり、標的の設置方法についての課題

や、ネットワーク配置などの計測手法の工夫によって精度の向上、さらなる費用・労



 

力の軽減を行うことが可能になる手法であることが分かった。 

 

参考文献 

1) 出原理・ Deng Zhaohui・小堀俊秀・山口嘉一：画像解析によるダム堤体挙動計測手法に

関する研究、第 33 回土木学会関東支部技術研究発表会講演概要集、2006．  

2) 例えば、 (社 )日本写真測量学会：解析写真測量 改訂版、190pp、 1997．  

3)  Granshaw : Bundle adjustment methods in engineering photogrammetry、  

Photogrammetric Record、  10(56)、  pp.181-207、  1980. 

4) 秋本圭一・服部進：画像計測の基礎、岡山職業能力開発短期大学校紀要、第 11号、 pp23-

38、 1997．  

5) 秋本圭一・服部進：工業写真計測における共線方程式、香川職業能力開発短期大学校紀

要、1999．  

6) Juraj Sütti and Csaba Török ： Testing 3D displacement vectors by confidence 

ellipsoids、 Acta Montanistica Slovaca、 Roč ník 1、 4、 pp. 301-310、 1996．  

7) 服部進・三浦悟・秋本圭一・大西有三：画像計測による斜面変位モニタリング、土木学

会論文集、No.805/VI-69、 pp.35-45、 2005．  


