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1.はじめに

構造物を効率よく維持管理するためは、定期的な

点検により健全度を的確に把握することが重要であ

る。しかし、斜面の安定を図ることを目的としたの

り面構造物は、斜面高所まで構築されているため、

簡便な点検で構造物全体の健全度を把握することが

難しい場合が多い。近年、UAV により構造物の高位

置部分まで撮影し、点検・調査を行う方法が試行さ

れている 1)。また、写真測量技術を活用して構造物

の三次元データを取得し、点検・診断に適用する試

みも進められている。このような状況を踏まえ、筆

者らは、UAV による写真撮影と写真測量技術により

のり面構造物の三次元モデルを取得し、これを活用

して健全度診断を行う手法を提案している 2)。

本報告では、提案手法について、健全度の判定に

必要な点検項目に対するデータ取得の可否、精度に

ついて、原位置試験結果をもとに検討し、適用性と

課題について整理した。

2.提案手法の概要

UAV にカメラを搭載し、隣接写真で 70～80%ラ

ップして撮影されるように仕様を設定して、のり面

構造物を連続的に写真撮影する。得られた写真を用

いて、SfM-多視点写真測量技術によりのり面構造物

の三次元データを取得する。撮影した写真と三次元

オルソフォト画像を用い、のり面構造物の健全性を

評価するため、変状の有無および程度の確認を行う。

コンクリート構造物の点検では、浮きや剥離の有

無を確認するためハンマ打診が用いられることが多

い。今回適用した方法では、のり面構造物を直接打

撃して健全性を確認することはできないため、その

代替法として、熱赤外線カメラによる撮影を併用す

る。

3.適用確認試験

吹付工、のり枠工が施工されたのり面Ａと、グラ

ウンドアンカー工（以下、アンカー工）と受圧板工

が施工されたのり面Ｂにおいて、本手法の適用試験

を実施した。結果を以下に示す。

3.1 のり面Ａ（モルタル吹付工、のり枠工）

試験対象のり面は、高さ 20m、延長 50m 程度で、

モルタル吹付およびのり枠工が施工されている。寒

冷地域であるため凍結融解により劣化が進行してお

り、順次補修対策が実施されている。道路の反対側

は深い谷で、道路からはのり面全体を見渡すことが

できない。

撮影・解析は図-1 の仕様で行った。熱赤外線カメ

ラは、点検用であるので簡便性を考慮し、カメラ付

き携帯電話で撮影できる装置を用い、UAV への搭載

は行わず地上から撮影した。

画像処理によって得られた三次元画像は、回転さ

せることにより様々な方向からの観察が可能であり、

任意の箇所で画像を拡大して確認することができる。

結果を写真 1～3 に示す。吹付の表面剥離、ひび割れ、

のり枠の断面欠損などの劣化状況が確認できる。水

抜きパイプが識別できることから、本仕様での適用

では、4mm 程度の大きさまで識別可能であると考え

られる。また、熱赤外線カメラ画像では、吹付表面

が剥離し浮いている部分が高温（赤色）となってお

り、剥離部の識別が可能であることが確認できる。

3.2 のり面Ｂ（アンカー工、受圧板工）

試験対象のり面は、高さ 100m、延長幅 50m 程度

で、のり面上部にアンカー工と現場打ちの受圧板工

が施工されている。アンカー工施工範囲は、道路か

ら標高差約 80m の位置にあり、斜面自体も非常に急

勾配であるため、近接して点検することは難しい。

撮影・解析は図-1の仕様で行った。結果を写真 4 ～

6 に示す。アンカー頭部の状況、受圧板表面の状況

が確認できる。頭部キャップや支圧板のずれなどは

■UAV による撮影

・UAV：Zion QC730 エンルート社製

・カメラ（のり面Ａ）：CanonEOSkissX7／EF-S24m f2.8

横×縦：5184×3456画素

（のり面Ｂ）：SONY α6000／Ziss21mm

横×縦：6000×4000画素

項目 のり面Ａ のり面Ｂ

飛行速度 3.7m/s 4.0m/s

シャッター間隔 1 秒 2 秒

シャッタースピード 1/1000

撮影距離（のり面垂直） 30m 30m／50m

■熱赤外線カメラ： FIRA ONE サーモカメラ（i-Phone 用）

■SfM ソフト：pix4DMapper（Pix4D 社）

図-1 撮影仕様
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項目 事項 確認 備考

アンカー 飛び出し ○
頭部 コンクリート 浮き上がり・剥離 ○ 熱赤外線カメラ併用

破損・落下 ○
劣化 ・クラック △ 幅の計測は不可

遊離石灰 ○
湧水の有無 ○

キャップ 破損・落下・変形 ○
材料劣化 △ 見えるもののみ

固定方法・固定状況 △ ぐらつきは確認できない

シール部劣化 ○ 見えるもののみ

湧水の有無 ○
防錆油 油漏れ ○
支圧板 浮き ○ 幅の計測は不可

湧水の有無 ○
受圧板 変形・沈下 ○

コンクリート劣化 △ 見えるもののみ

遊離石灰 ○
破損・落下 ○
亀裂・クラック △ 幅の計測は不可

背面地山からの浮き ○
その他 湧水 ○

地山全体の変形 ○
周辺構造物の変形 ○

認められない。一部に、湧水が原因である可能性の

ある汚れが認められるものがあるが、アンカーから

の湧水は認められない。受圧板の破損は認められな

いが、表面には遊離石灰が析出した微細ひび割れが

生じているものが多い。斜面が急勾配の箇所では、

背面の土砂が流出し地盤との間に隙間が生じている

ことが確認できる。

4.適用性の検討

4.1 必要な点検項目とその識別の可否

のり面構造物の健全性判定に必要な点検項目 3)と、

今回の試験での確認の可否を検討した（表-1 にアン

カーに関する検討結果を示す）。日常的な点検で要求

される項目は概ね確認可能であると考える。従来の

点検では、変状が現れやすいのり肩部～上部まで十

分確認できなかったが、本手法では、高所まで効率

よく確認することが可能であることから、有効性の

高い点検手法であると考える。

4.2 点検記録としての有効性

従来の点検では、変状の進行の有無を確認するた

め、変状部のスケッチや写真撮影が行われてきた。

しかし、二次元の写真は撮影方向や距離などが異な

ると的確な比較が難しく、また変状のないところは

記録されないため、新たな変状発生の有無の確認が

難しい。これに対して、本手法では、多方向から観

察可能な三次元画像データがのり面全体について記

録されるため、記録としての有効性は大きく向上し

ていると言える。また、補修補強の検討の際に必要

となる図面が得られるなど、以後の維持管理のため

の記録としても有効性が高い。

4.3 適用上の課題・限界

今回の試験により、以下のような点が適用上の課

題・限界として抽出された。

①構造物が植物に覆われた範囲はデータが欠如す

る、あるいは不鮮明となる。

②のり枠側面など斜面に垂直な部分は、正面からの

撮影による画像取得が難しいため不鮮明となる。

③UAV 飛行に際して安全上の配慮が必要である。

このような課題の解消も含め、今後、精度や作業

性のさらなる向上を図り、維持管理の点検手法とし

てのレベルアップを図りたい。
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写真-1 のり面 A全景（オルソフォト画像） 写真-2 のり面 A拡大写真

写真-3 熱赤外線カメラ画像との比較（のり面Ａ）

写真-4 のり面 B 全景

（オルソフォト画像）

写真-5 のり面Ｂ受圧板状況

写真-6 のり面Ｂ 受圧板背面地

山の浸食（オルソフォト画像）

表-1 点検項目と確認の可否（アンカー工）

○可能

△一部制限あり
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