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1. はじめに
砂防施設の点検作業を実施する際には目視による

点検が一般的である。しかし、施設の周辺は急峻な
地形を呈しており、施設へのアクセスルートが荒廃
している等、作業者の安全確保の面で課題が残って
いる。また、出水後の砂防施設点検では、緊急性が
高く人手の確保が必要である等、点検作業の効率化
は非常に重要である。 
一方、i-Construction の推進や ICT 機器の発展、

AI 技術の進化により、砂防施設点検に際し様々な機
材を搭載できる UAV の活用が着目されている。 

そこで、本研究では、樹木等に被覆された砂防施
設が多いという特徴を持つ木津川水系（奈良県側）
において、UAV の自律飛行を活用した砂防施設点検
について、新技術を活用した詳細点検手法事例と試
行した結果を報告する。 

2. 飛行計画
本研究における点検は 3 種類に分けて実施した。 
①出水後を想定した基本点検（自律飛行）
②砂防領域特有の狭隘な地形により接近困難な

箇所での点検（自律飛行）
③新技術を活用した詳細点検

2.1 出水後を想定した基本点検 

使用する機体：出水後の応急対応であることを想定
し、使用する機体、カメラは一般性が高く、調達が
容易であることが重要である。一方、施設点検とい
う特質上、複数時期の撮影画像の位置情報が高い精
度で一致していることや、狭隘な地形環境下でも安
全に必要な精度での空撮が可能であることが望まし
い。そこで本研究では、測量・点検業者に広く普及
している機体であり、高精度の位置情報を取得可能
なものとして DJI 社の PHANTOM4RTK を採用した。 
点検計画：基本点検では、迅速な対応が必要である
状況を念頭に、航空法上、目視外飛行の包括申請以
外の個別の申請が必要となる空域、方法での飛行は
実施しないこととし、「UAV による砂防関係施設点検
要領（案）令和 2 年 3 月北陸地方整備局 河川部」1)

を参考に実施した。 

2.2 接近困難な箇所での点検 

樹木等により被覆され、UAV による接近が困難な
施設が多いという特徴を持つ木津川水系（奈良県側）
の砂防施設の点検を実施するにあたり、現地条件に
応じて一眼レフカメラを搭載可能な国内製の業務機
についても適用する方針とした。そこで本研究では
国内製の業務機としてルーチェサーチ社の SPIDER6
を使用した。 
なお、点検計画については前述の基本点検と同様

の方針とした。 

2.3 新技術を活用した詳細点検 

UAV では可視画像だけではなく、マルチスペクト
ルカメラによる NDVI や熱赤外線カメラによる温度
分布、LiDAR によるレーザースキャンデータ等様々

なデータを取得することが可能である。そこで本研
究では、表-1 に示す技術を活用した詳細点検を実施
した。 

表-1 新技術を活用した詳細点検 
詳細調査技術 目的 

レーザーにより植生に遮蔽さ
れた堤体状況把握

対象施設に対する植生の被覆を除去する
ことによる点検精度の向上 

赤外線カメラを利用した堤体
内の変状把握手法 

施設正面からの撮影により亀裂等からの
漏水を確認 

マルチスペクトルカメラを用
いた樹木の NDVI 把握

出水前の植生活性度を把握することによ
る今後の異常堆砂等の顕著な変状を間接
的に把握する 

3D モデル作成 
今後の砂防施設点検を見据えた CIM デー
タ管理可能な 3D モデル作成

垂直離着陸機 VTOLと長距離対
応マルチコプター機の適用 

出水時に既設道路が使用できないことを
想定した長距離飛行 

深層学習による画像解析によ
る変状箇所の抽出 

変状の自動抽出技術確立による点検精度
の向上 

3. 点検結果

3.1 基本点検 

基本点検では施設に接近して撮影
可能な箇所を対象に点検を行い、詳
細な変状の評価が可能であることを
確認した（図-2）。また、今後第三者
による UAV 自律飛行点検撮影ができ
るように、今回の飛行ルートや撮影
点を UAV 自律飛行のウェイポイント
としてとりまとめ、留意事項等を記
載した撮影ﾏｯﾌﾟを作成した。 

3.2 接近困難な箇所での点検 

基本点検同様の施設を対象に、基本点検より高高
度での撮影でも詳細な変状の評価が可能であること
を確認した。（図-2） 

基本点検及び接近困難な箇所での点検結果より、
UAV により接近可能な堰堤の点検時には
PHANTOM4RTK を使用することで点検に必要な精度を
確保できるが、木津川水系における砂防堰堤の多く
は周辺樹高 25m と高いことから、周辺に渓畔林が多
い場合は SPIDER6 のような業務機の使用が望ましい。 
 

図-2 赤：高度 15m Phantom RTK で撮影 
黒：高度 30m SPIDER-6+一眼ﾚﾌｶﾒﾗ(28mm)で撮影 

3.3 新技術を活用した詳細点検 

3.3.1 植生により遮蔽された堤体状況把握 

レーザー計測することにより植生で被覆されてい
る箇所の堤体形状を把握することが可能であること
を確認した。このことより、ヘアークラック等の詳
細な点検結果には不適であるが、水叩き破損や袖部
の流出等、規模の大きな変状であれば、植生により
被覆されている箇所であっても、レーザー計測によ
り変状の把握が可能である。 

通常点検

図-1 撮影ﾏｯﾌﾟの例
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3.3.2 赤外線カメラを利用した堤体内の変状把握 

赤外線カメラを利用することにより、可視画像で
確認できていた漏水箇所に加え、可視画像のみでは
判断できない漏水疑い箇所も判別できることを確認
した。（図-3） 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 赤外線カメラ撮影結果 
 
3.3.3 ﾏﾙﾁｽﾍﾟｸﾄﾙｶﾒﾗを用いた樹木の NDVI 把握 

植生が枯れている部分と繁茂している箇所では澪
筋の変化により樹木が弱り、NDVI 値が変化している
ことが確認した。点検時にオルソ画像を取得する他、
NDVI 値を取得しておくことにより、可視画像では樹
木により堆砂面の変化が確認できない場合でも、堆
砂面の変化を捉えることが可能である。 
 
3.3.4 将来の点検を見据えた 3D モデル作成 

鋼製部、不透過部ともに精度よくモデル化できて
いることを確認した。また、化粧型枠の劣化状況に
ついても精度よく再現できていることを確認した。
以上より今後の 3 次元での砂防施設点検については
比較的精度良く実施できる可能性があり、今後も検
討を実施することにより運用は可能となることが考
えられる。 
 
3.3.5 長距離飛行対応機材による広域的な施設点検 

本研究では長距離飛行対応機材として、垂直離着
陸機 VTOL 機であるエアロセンス社のエアロボウイ
ング（写真-1）、長距離対応マルチコプターであるル
ーチェサーチ社の SPIDER-NE（写真-2）を使用した。 

エアロボウイング（VTOL 機）は、高高度への上昇
時には固定翼機と同様に旋回しながら上昇する必要
があるが、今回対象とした箇所では樹林地からの離
陸や狭隘な谷における旋回上昇を問題なく行うこと
ができた。そのため、上昇に伴う直径 200m 程度の旋
回半径（高度を稼ぐ際の空間）を考慮した飛行ルー
トを計画することにより、砂防領域でも VTOL の使用
が可能であることを確認した。そのため、発災後の
広域的な状況把握に適すると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 エアロボウイングと飛行ログ 
 
SPIDER-NE（長距離対応マルチコプター）は水平と

垂直移動用のプロペラを分けているため、VTOL 機同
様に樹林地からの離陸や狭隘な谷における垂直上
昇を問題なく行うことができ、さらに通常のマル
チコプターと同様に小回りが可能であることを
確認した。ただし、機体の構造上、高高度からの
精細な画像を取得することには向かないため、長距

離飛行を行い、特定の対象物付近で高度を下げて詳
細点検をするような用途が適すると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2 SPIDER-NE と飛行状況 
 
3.3.6 AI による変状箇所の自動抽出 

AI画像解析技術によ
り、類似した 2 堰堤を
対象に変状箇所の自動
抽出を試み、UAV によ
る近接撮影画像から亀
裂箇所を自動的に検出
することができること
が確認できた。（図-4） 

今後は表面状態の異
なる堰堤や変状のタイ
プに応じた学習を実施
していくことにより、その他の堰堤を対象とした汎
用的な解析技術となると考えられる。 
 
4.まとめと今後の展望 
本研究では、施設に接近して撮影可能な箇所につ

いては詳細な変状の評価が可能であり、樹木の被覆
等により接近が困難な箇所でも堆砂変動等の顕著な
変状は検知できることを確認した。さらに新技術を
活用した詳細点検手法として、UAV 搭載レーザーに
よる樹木被覆下の状況把握、マルチスペクトルカメ
ラでの NDVI 計測による堆砂敷植生の活性度把握、熱
赤外画像による漏水箇所の検出、AI による変状箇所
の自動抽出、長距離飛行対応の VTOL 機やマルチコプ
ターの狭隘地形下での適用性の確認を行った。 

そのうえで、各種 UAV を点検の有用性の高い場面
と使い方を整理した。（表-2） 
 
表-2 UAV 機材に応じた有用性の高い段階と使い方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後はそれらの手法をどのような条件で、どのよ

うな手順で適用するかを実地検証も踏まえて明らか
にすることにより、木津川水系における総合的な
UAV 砂防施設点検計画を策定できると考えられる。 
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