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１．はじめに 

令和元年 6月 21 日小型無人機に係る環境整備に向けた

官民協議会決定「空の産業革命に向けたロードマップ

2019～小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環

境整備～」1)では，令和元年度に「山間部等における目視

内での短距離巡視・点検の検証」，令和 2～3年度に「砂防

施設等の維持管理へのドローンを用いた点検の自動化に

着手」という方向性が示されている． 

全省庁としての施策に加え国土交通省北陸地方整備局

では，平成 30年 12 月 26日にチャレンジ砂防プロジェク

ト 2)を立ち上げ，砂防関係施設点検における UAV の活用

検討を行い，令和元年度に山間部における目視内，目視外

飛行の実証実験，2020年3月27日に「UAV点検要領（案）」

及び「砂防関係施設点検におけるUAV活用の手引き（案）」

（以下，UAV 点検要領等）の公表を行った．

本報告では，上記の取組の内，UAV 点検要領等の作成

及びUAVの目視外における自動航行機能に着目した取組

と今後の方向性を述べる． 

なお，ここでは無人航空機の総称として UAV

（Unmanned Aerial Vehicle）を用いる．

２．砂防関係施設点検におけるUAV 活用の必要性

砂防堰堤は山間部に設置されることから，斜面崩壊に

伴うアクセス路の断絶等によりアプローチが困難，ハイダ

ムや狭窄部の砂防堰堤は近接目視が出来ないため点検が

困難という課題があり，安全面の観点から定期点検に支障

が発生している砂防堰堤が存在する．さらに，今後想定さ

れる担い手不足の観点からも，砂防関係施設の点検に

UAV を用いることによる点検の省力化や簡素化が求めら

れている．一方，近年のUAV 活用の報告事例では，火山

噴火時の火山灰堆積厚調査等の緊急調査への活用 3)，災害

時の迅速な概況把握 4)，踏査困難な崩壊斜面の地形把握 5)，

小型レーザスキャナを搭載した高精度地形情報の取得 6)

に関するものがあるが，砂防関係施設の点検については，

これまでは撮影した画像による外観の把握程度であった．

これは，火山関係については法的根拠，地形情報について

は測量作業規程といった基準があり，取得する情報につい

て定量的な目標が設定出来るが，UAV を用いた砂防関係

施設の点検では基準が未策定であることから，定量的な目

標の設定が出来ず，検討が進めにくい状況であったためと

考えられる． 

３．UAV点検要領等の作成

そこで筆者らは，UAV を用いた点検及び健全度評価手

法を検討し，UAV 点検要領等を作成した．作成に際して

は，省力化，安全性向上の観点からUAV による点検を基

本としつつ，UAV と徒歩点検の比較（図-1）を行うこと

で使い分けを整理した． 

また，図-2 のように遠望撮影により概略把握後に，近

接撮影による詳細調査を実施し，健全性評価を行うフロー

を作成とした．また，遠望撮影時は汎用性の高いUAV の

撮影能力を整理し，対地高度約 50 mで十分な精度を持つ

ことを把握した．UAV を活用する際の課題としては，1

フライト目の遠望撮影時に自動航行によるインターバル

撮影行うと撮影数の増大に伴うデータ容量の増大及びそ

の整理に関する手間の増大である．それについては，デー

タ量が多いことで可

能な高度利活用（オル

ソ化や点群データの

作成）や AI による変

状レベルの自動判読

に関する技術開発等

の必要を整理した．一

方，2フライト目で近

傍撮影が可能な場合

は，機体と劣化部を確

認しながらの撮影と

なり，撮影数が限られ，

手間もかからない

ことが分かった．

図-1 徒歩点検と UAV 点検による安全性の差のイメージ 

図-2 UAV を用いた 
砂防関係施設の点検フロー 
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健全度評価
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下図 赤字
今後技術開発が望まれる技術

補修・補強対策検討

内閣府規制改革推進会議第３回成長戦略ＷＧ資料1-2-2 P17 を基に砂防関係施設を対象として作成

４．目視外における自動航行の取組 

UAV 点検要領等を作成することで，目標設定が可能と

なり，目視外における自動航行で砂防堰堤の健全度評価ま

で実施することが可能かどうかという尺度が設定出来た． 

目視外における自動航行について，航空法を遵守して

実施した．操縦者の目視外になる範囲には補助者を設置し，

常に地上からの目視を実施する状況を確保する，不具合発

生時に自動で帰還する機能を持つ機体を選定する等の対

処を行った．なお，今回の目視外での自動航行に当たって

は，事前に目視内飛行により実現可能性について十分確認

した上で実施している． 

目視外における自動航行を実施した結果，健全度評価

を実施することが可能であると評価出来たが，いくつか課

題が見られた．1つ目は，事前の目視内飛行でルートと高

度を推定，アプリで入力して自動航行を行うが，実際の高

度より低いことや想定したルートを飛んでいないことが

あり，実施者の習熟が必要なことが分かった．2 つ目は，

目視外の場合，飛行時の画像を確認出来ないため，砂防堰

堤をうまく撮影出来ないことがあり，内業での画像加工の

手間がかかることが分かった．そこから今後の蓄積により

自動航行時のポイントを整理することや自動航行中に微

修正する機能の技術開発が必要であることが分かった． 

自動航行に関しては制度面の議論がまだされていると

ころであるため，今後状況が変化

する可能性はある．それに向けて，

準備しておくことは，①各事務所

においてはUAV 点検対象施設検

討，個別施設の飛行計画の作成，

②業界全体としての技術開発が

あげられる． 

技術開発については，図-3 に

今後の砂防関係施設点検の方向

性と求められる技術開発（案）と

いう形で整理した．大きく分ける

と，UAV で撮影した画像の自動

処理技術（変状判読，撮影画像か

ら健全度評価に用いる画像の抽

出等）と補強対策検討に必要とな

る詳細調査が可能な技術（非接触

による外観劣化状況把握とその

結果に基づく内部劣化状況の推

定等）の 2つに分けられる．なお，

ここでは砂防分野以外での技術開発が期待されるUAV機

体そもそもの性能向上（リチウムイオンバッテリーの小型

大容量化等）といったものは除いている． 

５．おわりに 

本報告ではUAVの自動航行機能を用いた砂防施設点検

の取組を紹介したが，現在の検討の方向性が砂防関係施設

点検への UAV の活用のため UAV で解決する手法の観点

で整理した．さらなる利活用に向けて，今後は近接目視に

よらない点検手法という観点で複数技術のベストミック

スに関する技術開発も進めていく必要がある．さらに，

UAV を用いた砂防関係施設点検では副次的に得られるデ

ータがかなり多いことを活かした活用も考えられる．例え

ば SfM による 3次元モデルやオルソフォトの作成等が挙

げられるが，そのような得られる情報の活用策と解析技術

に関する整理を進め，UAV の自動航行のメリットを増や

していくことで，さらなる活用が期待出来ると考えている． 
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図-3 今後の砂防関係施設点検の方向性と求められる技術開発（案） 
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