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1 はじめに 

 土石流や洪水流に伴い山地河川に集積した流木（流

木群）は，流路の閉塞により土砂や洪水の氾濫被害を

深刻化させる。これまでに，流路の閉塞を引き起こす

流木群の特徴として，谷幅や橋梁の支間長を上回る長

さの流木が含まれていることや，見かけの堆積量に対

する実材積の割合（容積率）が高いこと等が主に水路

実験によって報告されている例えば 1)-3)。このため，流路

閉塞の発生機構を検討する上では，流木群を構成する

流木の長さや流木群の実材積を事例ごとに定量化する

ことが重要である。

 近年，点群データを活用した流木群の計測事例が複

数報告されている。例えば，Sanhueza ら 4)は河床勾配

0.7º，幅約 108 m の河道において，UAV 写真測量で生

成した点群に基づく数値標高モデルと河道の標高の差

分から流木群の見かけの堆積量を計測した。また，

Spreitzer ら 3), 5)は水路模型（勾配 1.1º）や比較的勾配の

緩い 4〜5 次河川で写真測量を行い，点群から表面形

状を復元することで，流木群の実材積を 3 次元的に計

測した。その他，レーザスキャナによる点群を用いて

流木群の見かけの堆積量を 3 次元的に計測した事例 6)

もある。

 一方，これら既往研究の多くは平常時の緩勾配河川

や水路模型を対象にしており，山地河川における流木

災害調査に点群データが活用された事例はほとんどな

い。また，流木群を構成する流木 1 本ごとの長さにつ

いて，点群データを用いて個別に計測した事例も見当

たらない。点群データから流木群を構成する流木の長

さや流木群の実材積を推定することができれば，流路

閉塞の発生機構等の検討に資する可能性がある。

以上を踏まえ本研究では，令和 3 年 8 月に青森県む

つ市小赤川橋で流路閉塞を引き起こした流木群を対象

として，UAV 写真測量により生成した三次元点群から

の物体検出により，流木 1 本ごとの長さと流木群の実

材積を推定した。また，推定結果はオルソ画像の判読

結果や流木撤去時の記録と比較し，三次元点群を用い

た流木群計測の有効性と課題についても考察した。

2 研究方法 

2.1 流木災害調査 

小赤川橋（支間長 8.6 m×2，余裕高 3.5 m）は青森

県むつ市を流れる小赤川の最下流部に位置しており，

上流域の集水面積は 5.06 km2，橋梁上流 200 m の河床

勾配は 2.3º である。小赤川では令和 3 年 8 月 9〜10日
に生じた最大 24 時間雨量 369 mm（下風呂雨量観測

所）の降雨により多量の流木が流出し，小赤川橋の閉

塞とそれに伴う土砂や洪水の氾濫被害が発生した（図

−1a）。土木研究所では令和 3 年 8 月 12〜13日に小赤

川の現地調査を行い，青森県の協力を得て UAV（DJI
Mavic 2 Pro）による流木群の空撮を実施した。

2.2 流木群の計測

三次元点群からの流木群計測には，2.1節で取得し

た UAV 画像，Agisoft Metashape Professional ver. 1.7.4，
CloudCompare ver. 2.12βを用いた。まず，UAV 画像 34
枚を元に Metashape 上で高密度な三次元点群（約 1,700 
点/m2）を復元し（図−1b），流木群を含む 0.75 ha の範

囲でオルソ画像（5.38 mm/pix）を生成した。次に三次

元点群を CloudCompare 上に取り込み，（1）構造物や

立木の除去（図−1c），（2）法線の推定，（3）RANSAC
法による円柱の検出（図−1d）を実施した。段階（3）

図−1 (a)青森県が令和 3年 8月 11 日に撮影した小赤川橋の斜め写真，(b)未処理の三次元点群，(c)構造物や立木を除去した三次元

点群，(d)三次元点群から検出された円柱（円柱を構成する最小点群数を 125点と設定したケース 1）
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では，検出する円柱の最大直径は現地調査で見られた

流木の最大直径 1.0 m とした。また，円柱 1 本を構成

する最小の点群数については CloudCompare の初期設

定 500 点を基準値とし，125，250，500，750，875 点

の計 5ケースで検出結果を比較した（表−1）。 
2.3 精度検証 

本手法の計測精度については，流木 1 本ごとの（i）
長さ，（ii）材積，（iii）流木群の実材積（合計材積）の

3項目で検証した。（i）と（ii）の精度検証には，2.2

節で作成したオルソ画像を用いて，長さ 1 m 以上，直

径 10 cm 以上の流木を対象に QGIS ver. 3.16.11 上で手

動判読した結果を真値と想定し 4)，ウィルコクソン

の順位和検定を用いた。また，（iii）は流木撤去時に

記録された 1,496 m3を参考値とした。 

3 結果と考察 

UAV 画像からの三次元点群の復元〜三次元点群から

の円柱検出作業は 1 人時以内に完了し，各ケースでは

90〜2,408 本の円柱が検出された（表−1）。オルソ画像

の判読には約 3 人時を要し，513 本の流木が手動で計

測された。円柱として検出された流木 1 本ごとの（i）
長さと（ii）材積は，全ケースで GIS 上の判読結果と

は有意（0.1%基準）に異なっており，いずれも GIS に

比べて大きく推定される傾向が見られた（図−2）。こ

れは主に複数の流木が単一の流木として誤検出された

こと 7)に由来すると考えられる。 
一方，（iii）流木群の実材積についてはケース 3 で検

出された 1,146 m3 が撤去量 1,496 m3 と調和的であり，

GIS 上で判読された合計材積（128 m3）は撤去量に比

べ 1 オーダー小さい結果となった。以上のことは，三

次元点群からの物体検出による流木群の計測では，流

木 1 本あたりの長さや材積は過大に推定される傾向が

あるものの，適切な数の点群を用いることにより，オ

ルソ画像の手動判読に比べて流木群の実材積を精度良

く推定できる可能性を示唆している。

また，表−1 からは円柱１本を構成する最小点群数の

設定が，特に検出される円柱の本数や流木群の実材積

に大きく影響することが示された。用いる三次元点群

の密度（ここでは約 1,700 点/m2）に応じて，流木を適

切に検出するために必要な点群の数は異なると考えら

れる 8)。そのため，今後は異なる密度の点群データに

本手法を適用し，計測結果を比較することにより，三

次元点群からの物体検出により流木群を計測する際の

最適な最小点群数の設定方法を提案できる可能性があ

る。

4 おわりに 

本研究では，UAV 画像を元に作成した三次元点群か

らの物体検出により，青森県むつ市小赤川橋の上流に

集積した流木の長さと流木群の実材積を推定した。流

木 1 本ごとの長さはオルソ画像の判読結果に比べて大

きく検出された一方，流木群の実材積については撤去

量と調和的な結果が得られた。今後は，用いる点群デ

ータの密度等についても感度分析を行い，流木群の実

材積だけでなく，流木群を構成する流木 1 本ごとの長

さについても適切に計測する方法について検討を進め

る予定である。
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表−1 各ケースの設定条件と結果一覧 

カッコ内は基準値（ケース 3）に対する変化率（%）

図−2 各ケースで計測された流木群を構成する流木の(a)

長さと(b)1本あたりの材積
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