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２ 事業の成果 

２．１ 成果の内容 

（１）水利施設に応じた撮影手法の開発 

 １）カメラの撮影角度（形状の可視化） 

 ＵＡＶによる撮影は、上空から詳細

な地形や構造物の形状を詳細に把握す

ることができる。しかし、海岸堤防や

水門施設などの高さのある水利施設に

おいては、上空からの撮影では死角と

なる場所が多く発生する。 

 そこで、撮影時のカメラの角度を設

定することで死角を軽減する手法を採用

した。図 2-1 のような施設の側面が垂直

となる場合には、ＵＡＶの軌道およびカ

メラの角度を補正することで真上から撮

影できない不可視な部分を可視化するこ

とができる。 

 また、変状を可視化するためには変状

の大きさや特徴に応じた画像分解能を予

め設定する必要がある。図 2-2 には画

像分解能と撮影高度によるシミュレー

ションを記した。この結果から例えば 1mm の変状を見たい場合には 35mm の焦点距離を保

有するカメラで高さ 10m から撮影する必要がある。このように、カメラの角度や使用カ

メラ、撮影高度によって撮影手法を計画しなければいけない。 

 

 ２）標高精度 5cm を確保する撮影高度と

撮影諸元 

 本研究開発では、ＵＡＶの撮影画像

から生成する三次元モデルから水利施

設の標高を把握する手法を開発した。

施設の標高精度は、2014 年度に制定さ

れた『農業水利施設の機能保全の手引』

や『海岸保全施設維持管理マニュアル』

では定量的な指数は明記されていない。 

そこで、農林水産省の土木工事施工管

理基準（平成 17 年 3 月 28 日農振第 2232

号）の盛土の管理基準値は、65mm である

が、これよりも厳しい規格値（100mm）の 1/2 である 50mm を目標に検討した。 

各地での実証試験の結果（較差の平均値と標準偏差）を図 2-3 に整理した結果、標高

精度 5cm を概ね確保することができている。その基準を見ると、画像分解能が 8mm 以下

であることがわかる。 

 

図 2-1 カメラ角度の設定 

図 2-2 画像分解能と高さのシミュレーション 

図 2-3 核実験で得た三次元モデルと 

水準測量との較差 
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 この基準をクリアするためには、前項のシミュレーション結果から撮影モデルを図

2-4 で推定した。この結果から標高精度 5cm を確保するための撮影高度、使用カメラに

よる撮影手法を確立できた。 

 

 

 

 

（２）画像データによる解析 

本研究開発では、ＵＡＶで撮影した画像から変状抽出を実施した。撮影画像は広域な

状況を撮影するため、水利施設の変状のように細かな事象は、拡大や色調補正などの画

像解析をしなければいけない。ここでは、撮影した画像と現地で撮影した照合画像とを

目視にて判読した。それぞれの変状種別に対する評価は、表 2-1 のとおりである。 

この結果から変状の種別と大きさに合わせた撮影手法を駆使すれば判読が可能である

ことがわかった（図 2-6～8）。実際の調査に適用する場合は、先の使用カメラと撮影高

度の撮影モデルおよび表 2-1 の結果を参考とする必要がある。 

 

表 2-1 変状種別の判読結果と撮影諸元 

変状種別 判読結果 大きさ 撮影高度 焦点距離 撮影方法 

ひび割れ 

判読可能 幅 1mm・4mm 

25m 26mm 鉛直撮影 

判読可能 幅 0.5mm 

一部判読可能 幅 0.2mm 10m 35mm 斜め撮影 

目地 判読可能 幅 20mm 25m 26mm 鉛直撮影 

鉄筋露出・錆

汁 
判読可能 － 10m 35mm 斜め撮影 

磨耗風化 判読可能 － 10m 35mm 斜め撮影 

 

図 2-4 画像解像度 8mm の撮影諸元 

図 2-5 撮影モデル 
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図 2-7 目地の判読結果 

図 2-8 鉄筋露出・錆汁・磨耗・風化の判読結果 

図 2-6 ひび割れの判読結果 
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（３）三次元モデルによる変状抽出の事例 

本研究開発で確立した三次元モデルから抽出した変状を挙げると次のとおりである。 

 

①標高段彩図および横断図から地形の沈下の把握 

  

 

②施設の剥離・剥落・欠損の計測 

 

 

図 2-9(1) 標高段彩図と横断図による沈下の把握例 

図 2-9(2) 三次元モデルの計測による剥離・剥落・欠損の形状の把握例 
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③目地の開きや高低差（段差） 

 

 

④変形や歪の計測 

 

 

 

図 2-9(3) 三次元モデルの計測による目地の開き・高低差の把握 

図 2-9(4) 三次元モデルの計測による変形や歪の把握 
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⑤ＵＡＶによる成果による検証項目とその留意点 

本研究開発で生成した画像データおよび三次元モデルから把握できる、変状を整理す

ると表 2-2 のとおりである。ここで挙げる検証項目は、ほぼ判読が可能な項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 三次元モデルによる検証項目と留意点 
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（４）変状抽出機能の開発 

 １）ICP による位置あわせ技術 

 2 時期の変状抽出を行う上で、正確な位置あわせが非常に重要である。従来は、水平

位置座標で２つのデータを重ね合わせたが、図 2-10 に示す要因にて正確には一致しない

のが現状である。そこで、ＩＣＰ（Iterative Closest Point）技術による図形の形状を

一致させる手法を採用した位置あわせ技術を開発した。 

  

 

２）変状抽出の結果 

 上記の ICP による変状抽出ソフトウェアを用いて、2 時期の変状を抽出した。使用し

たデータは、模型実験によるもので１時期目には図 2-11(1)に示す模型を設置し、2 時期

目は模型を設置しなかった。 

 変状抽出の結果、３種類の模型のうち高さが 1cm 以下（図中の①）の模型は抽出が困

難であったが、1.3cm 以上（図中の②、③）の模型では明らかに周辺との有意な差を抽

出することができた。 

なお、変状抽出処理は 72万点・32MG 程度の２つのデータであれば 1～2分で終了する。 

 

 

 なお、解析処理に関する今後の課題を挙

げると次の点である。 

・天端のエッジや垂直面では水平誤差が残

存し、大きな変状となる。 

・三次元データの収束計算のため、大容量のファイルの場合は分割処理が必要となる。 

図 2-10 従来の位置あわせと ICP 技術による位置あわせの特徴 

図 2-11(2) 2 時期の変状抽出図（模型実験） 

図 2-11(1) 模型実験の概要 
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（５）ＵＡＶによる「技術手引き」の作成 

技術手引きは、以下の目的と適用範囲に基づき、実証実験の成果を参考とし作成した。 

 

【手引きの目的】  

施設の点検の多くは、目視、打音検査、測量等で行われるが、農業水利施設や海岸保

全施設の中には、人のアクセスが困難な場所や、測量では十分な情報が得られない場合

がある。平成 27 年 3 月に農林水産技術会議において決定された農林水産研究基本計画で

は、農業水利施設の難アクセス区間の省力診断技術の開発を、今後 5 年間程度で技術開

発と実用化を図るべき研究開発の重点目標の一つとして掲げている。 

このようななか、ＵＡＶの移動体を使った新たな点検手法は、人のアクセスが困難な

場所への点検を可能にするとともに、点検作業の飛躍的な効率化と低コスト化を図る有

望なものとなる。ＵＡＶは、対象物に接近し画像を撮影し、単に目視による点検の代替

手段となるだけでなく、上空から俯瞰した画像から三次元形状データを取得することが

できるため構造物の沈下や傾きなどの施設全体の変状把握にも利用できる。 

本手引では、このようなＵＡＶの特長を活用した、開水路の不同沈下、海岸堤防の不

同沈下とアクセス困難な区間のひび割れ等の劣化の検出技術を中心に解説したものであ

る。また、これらの技術は、難アクセス区間のある大規模なコンクリート構造物のひび

割れや剥離・剥落、水準測量では捉えにくい農道や農地の不同沈下等に対しても適用で

きるものが多いため、ＵＡＶのストックマネジメントへの活用のきっかけとなることも

本手引の目的である。 

 

【手引きの適用】 

本手引きは、農業水利施設および海岸保全施設である堤防・護岸を対象に、 

①中長期的に施設の機能を適切に保全する事業等を担う施設造成社 

②施設の利用と日常管理を行っている施設管理者 

③地方公共団体などの施設の整備や利用に関係する機関 

等の技術者が、「農業水利施設の機能保全の手引き」に従いストックマネジメントの点

検の全部もしくは一部をＵＡＶにて実施する際に参考として利用するものである。なお、

現時点では、ＵＡＶによる計測のうち写真測量技術を活用する際に限定するものとする。 
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２．２ 目標の達成度 

（１） 成果から得られる効果 

今後老朽化した施設が急速に増加するなか、ＵＡＶの移動体を使った新たな点検手法で

は、巡視・点検精度を向上しつつ調査の効率化と低コスト化を図るとともに、人のアクセ

スが困難な場所への点検を可能にする。さらには、点検結果を画像もしくは三次元データ

化することで、日常・定期点検時における点検精度の個人差を標準化することにより、機

能診断、劣化予測の信頼性向上のデータとして寄与できる。 
一方、本事業の実験結果を、『農業水利施設の機能保全の手引』、『海岸保全施設維持管

理マニュアル』に示される調査・点検時における評価基準等と比較検討することにより、

ストックマネジメント事業における新たな点検手法を立案することで、調査の効率化及び

低コスト化の実現に寄与する。 
 

（２） 従来技術との比較 

１） 比較する従来技術 

①海岸堤防 
海岸堤防は、表法・天端・裏法の 3 面を有しているため、調査員による目視作業の効率

が悪い。ヒアリングの結果を以下に示す。 
 

【一次点検】：5km/日程度 

【二次点検】：3 箇所/日程度（二次点検では損傷の激しい箇所を詳細に点検・計測） 

 
 
①開水路 

ヒアリングの結果、開水路は、管理延長が長いため、定期的に点検台帳を作成してい

る管理者はいない。しかし、ヒアリングでは、以下のような意見があり、水路の全容把

握とその測量の効率化に対する課題は大きい。 
・田と用水路の高低差を計測するのに苦労している（コルゲートの天端高と田畑の地

盤高を比較） 
・小用水路の更新時には、必ず実測を実施 
・水路の全線の状況把握に期待する 
・改修後のモニタリングも課題 
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２） 従来技術に対する優位性 

① 経済性 
ここでは、点検が実施されている海岸堤防について、一次点検のみと二次点検まで

に実施したときの２つケースの経済性を比較する。なお、ＵＡＶの飛行には、安全性

を考慮して、操縦者、撮影者、安全誘導員の 3 名を配置する。 
現時点では、バッテリーの制約が大きく一度の飛行時間が 10 分程度と短いため、経

済的な優位性は少ない。今後の技術発展により、飛躍的に撮影時間が増えることを期

待する。 
 

表 2-3 一次点検のみのコスト 

一次点検のみ 

項目 従来技術（踏査） 本技術 

条件 

調査延長 30km 

飛行高度 50m で撮影（7km/日程度） 

点検調書の作成費用は同等 

一次点検 

・調査者 3 名 

・5km/日程度 

 →3 名×6.0 日×3 万円 

  ＝54.0 万円 

・操縦者、撮影者、安全誘導員 計 3 名 

・7km/日程度 

 →3 名×4.3 日×3 万円 

  ＝38.7 万円 

合計 54.0 万円 38.7 万円 

 
表 2-4 二次点検まで含めた時のコスト 

二次点検も含む 

項目 従来技術（現地調査） 本技術 

条 件 

調査延長 30km 

飛行高度 25m で撮影（5km/日程度） 

二次点検 1 箇所/km 存在すると想定 

点検調書の作成費用は同等 

一次点検 

・調査者 3 名 

・5km/日程度 

 →3 名×6.0 日×3 万円 

  ＝54.0 万円 

・操縦者、撮影者、安全誘導員 計 3 名 

・5km/日程度 

 →3 名×6.0 日×3 万円 

  ＝54.0 万円 

測 量 

・測量者 3 名 

・基準点測量 100m/箇所 

・6km/日程度 

→2 名×5.0 日×3 万円 

  ＝45 万円 

・測量者 2 名 

・基準点測量 100m/箇所 

・4km/日程度 

→2 名×7.5 日×3 万円 

  ＝45 万円 

二次点検 

・調査者 2 名 

・3 箇所/日程度 

→2 名×10.0 日×3 万円 

 ＝60.0 万円 

・調査者 1 名 

・現地補足調査 2 名 

・10 箇所/日程度 

→3 名×3.0 日×3 万円 

 ＝27.0 万円 

合計 159.0 万円 126.0 万円 
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② 工程 
一次点検のみの場合は、10%程度の工程短縮となる。また、二次点検まで含めた場

合は、一次点検において飛行高度を下げて計測するため従来よりも時間を有するもの

の、撮影結果を使って屋内作業にて二次点検結果を取りまとめるため、二次点検の現

地の作業日数が大幅に減少する。 
以下に、①経済性を比較した際に用いた実施日数について整理した。 
 

   ○一次点検 
     目視で遠望調査を実施し、二次点検の必要な箇所を抽出 
   ○測量 
     堤防の天端高さを計測し沈下状況を確認（従来技術） 
     三次元データを作成する際の基準点を整備（本技術） 

○二次点検 
  現地で詳細な点検を行い、ひび割れ等の変状を記録 
 

表 2-5 一次点検のみの工程（日） 

技術 作業 一次点検 適用 

従来技術 
現地 6.0 30km÷5km 

内業※   

本技術 
現地 4.5 30km÷7km 

内業※   

 
表 2-6 二次点検も考慮した工程（日） 

技術 作業 一次 
点検 測量 二次 

点検 合計 合計 

従来技術 
現地 6.0 5.0 10.0 23.5 

23.5 
内業※    0 

本技術 
現地 6.0 7.5 3.0 17.5 

20.5 
内業※   3.0 3.0 

※台帳を取りまとめるための内容は、同じとするため記述しない。 
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③ 品質 
本手法では、点検対象箇所すべてを撮影して記録できるため、以下の品質が向上

する。 
・屋内で画像を見ながら作業を行うことが可能となり、点検精度の個人差を標準化

することが可能となり、目視調査は見落としや調査員の力量の差による調査結果

ムラが改善される 
・点検結果を画像もしくは三次元データを蓄積することで、二次点検以外の箇所も

過去の状況と比較が可能となり、劣化の進行が確認できるため、機能診断、劣化

予測の信頼性が向上する 
・計測結果を三次元データ化しヒートマップなど変状が分かりやすいイメージ図を

確認することで、これまで分からなかった全体の歪み等が把握出来る。 
 
 

④ 安全性 
ＵＡＶの画像を屋内で確認しつつ作業を進めるため，二次点検の足場の悪いところ

での現地作業が減り安全性が向上する。また、これまで不可視であった箇所や高所作

業等が無くなり、安全性が向上する。 
ただし、ＵＡＶによる飛行は、十分な安全性を確保する必要があるため、手引きや

講習会などによる安全活動が必要となる。 
 

⑤ 施工性 
これまでの徒歩による点検と比べ、ＵＡＶによる撮影技術が必要となる。 

 
⑥ 周辺環境への影響 

特になし。 
 
 
２．３ 成果の利用に当たっての適用範囲・留意点 

 本成果は、農業用水利施設の外的な変状を調査する一次点検が適用範囲である。た

だし、将来的には、飛行高度を変えることにより、二次点検におけるコンクリートの

ひび割れの検出、構造物の沈下や傾きの把握についてもその適応範囲とする。 
また、本成果では、計測した結果の精度検証も実施していることから、農林水産省

においてＵＡＶを用いた写真測量を実施する時にも利用出来るものとする。 
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３ 普及活動計画 

３．１ 想定される利用者 

   想定する利用者は、水土里ネット職員と業務受託業者とする。 
 
３．２ 利用者への普及啓発等の方法 

 利用者への普及啓蒙は、本研究内容の成果として作成する「農業水利施設および海

岸保全施設のストックマネジメントのための無人飛行機（ＵＡＶ）の活用の手引き」

を配布することで行うものとする。また、農政局単位での説明会を想定している。 
 
３．３ 利用者に対するサポート体制、参考資料等 

○利用者に対するサポート体制 
 手引きの配布後は、利用者へのサポート体制として、国立研究開発法人 農業・食

品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門が窓口となり国際航業がその回答の受け

口となり、メールでの対応を行う。 
 
○参考資料 
・一般社団法人日本写真測量学会 (2015) 測量調査に供する小型無人航空機を安全に
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・熊田貴之・宇多高明・鈴木真二・酒井和也・野志保仁・森田 学・柄沢研治 (2010) 
無人飛行機（ＵＡＶ）による新しい海岸モニタリング手法．海洋開発論文集，26，
pp. 1167–1171． 

・三浦 麻・筑紫二郎・林 静夫・田中 明 (2004) 東松浦半島内の盆地における冬季

の地形風と夜間昇温過程．農業土木学会論文集，231，pp.249–258． 
・Nex, F. and F. Remondino (2014) UAV for 3D mapping applications: a review. 

Applied Geomatics, 6(1), pp.1-15. 
・大石 哲・白谷栄作・桐 博英・高橋順二・水上幸治・村木広和 (2015) ＵＡＶを

使った低空画像解析による海岸堤防の劣化状態の検出．土木学会論文集 B2（海岸工

学），71(2) 
・白谷栄作・桐 博英・高橋 順二・大石 哲・村木広和 (2015) 無人航空機（ＵＡ

Ｖ）を活用したストックマネジメントの展望．農業農村工学会誌，83(10)，pp.839–842． 
・飛田幹男，神谷 泉，岩橋純子，中埜貴元，髙桑紀之：無人航空機による西之島空

中写真の撮影とその分析，国土地理院時報，125，pp.115〜124 (2014) 
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３．４ 特許・実用新案等の申請予定 

（１）申請者予定者 

  国際航業株式会社 
 
（２）申請予定時期 

  「ICP を利用した構造物の 2 時期比較の手法について」を 2017 年度に申請予定で

ある 
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４ 研究総括者による自己評価 

項  目 自己評価 自己評価の理由 

研究計画の効率性・妥当性 

A 

・農水省の官民研究開発に初めて参画したこと

もあり、予算の計画や申請資料の作成で迷惑

をかけることがあった。 

・各年度の実施内容については、概ね計画通り

遂行できた。 

目標の達成度 

B 

・計測センサーの適用性検証では、ＵＡＶの特

性を把握しカメラ画像を利用して計画して

いた内容をほぼ完遂する事ができた。 

・三次元データによる変状検出では、個々の変

状については把握出来ることや、SfMソフト

ウェアの特性を十分把握し三次元モデルの

精度検証が実施できた。 

・2時期の変状抽出ソフトウェアは、ＩＣＰに

よる新たな技術を取り入れて作成したもの

の汎用性はない。変状抽出能力の限界値を明

らかにする検証の積上げが必要である。 

研究成果の普及可能性 

A 

・本研究成果により、農業用水利施設および、

海岸保全施設のストックマネジメントへの

提供性を十分に把握できた。 

・また、「農業用水利施設および、海岸保全施

設のストックマネジメントのための無人飛

行機（ＵＡＶ）の活用手引き」を整備したこ

とで、今後の普及の可能性を見込める。 

総合コメント 

近年、ＵＡＶによる施設の点検技術は多くの機関で取り組んでいるが、その多くは画像

からの目視判読である。私たちは、研究着手時からＵＡＶの画像判読に加え、三次元モデ

ルデータ（点群データ）がもたらす変状抽出に着目し、その精度検証から判読の限界まで

を検討してきた。特に、精度には拘り、多くの実証実験を踏まえ、概ね定量的に示すこと

ができたのはそう例がないものである。 

また、「農業用水利施設および、海岸保全施設のストックマネジメントのための無人飛

行機（ＵＡＶ）の活用手引き」は、ＵＡＶの初心者用として機体の安全運航から飛行手法

まで、現場で知りたい内容を整理できた。 

安定した画像の解像度を得るためのＵＡＶの飛行技術や変状抽出の高度化および自動化

など課題は多いものの、点検手法の効率化への有効性は見出すことができた。今後のスト

ックマネジメントに大きな革新をもたらすことができる技術内容になったと自己評価する

。 
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５ 今後の課題及び改善方針 

 
本研究開発では、海岸堤防や開水路を現場としてＵＡＶ観測の多くの三次元モデルから精

度を明らかにするとともに、精度向上策について検討を行った。更に、大規模な堤防施設や

小規模な農業水利施設にわたる撮影手法について提案した。 
本研究開発で明らかとなった現状の課題を以下に示す。 
・計画コースとの乖離を最小化する運航手法や現地基準点を最小とする最適な撮影手法の

検討 
・大容量かつ操作性が難しい三次元モデルを取り扱うソフトウェアの普及 
・調査したアウトプット（写真データ、オルソ画像、三次元点群データ等）から、点検結

果を判定、判読の効率化 
一方、ＵＡＶを使った計測手法は、測量コンサルタント会社やソフトウェアメーカを中心

に、さまざまな施設を対象に研究開発が進められている。 
・風に負けない安定した飛行方法技術 
・レーザーやマルチ赤外線センサー、熱赤外線センサーなどのセンサー技術 
・ＡＩを活用したひび割れの自動判読技術 
・三次元データを作成、閲覧するソフトウェアの開発 
今後、これらの先端的な研究開発や国の標準化の動向を把握しつつ、農業水利施設の効率

的な点検手法を確立し普及させるためには、以下の取り組みが必要となると考える。 
① ＵＡＶ計測から3D画像構築までの自動化までのクラウドサービスによる点検の省力

化、コストの低減化、点検成果の高品質化 
② ｢農業水利施設の機能保全の手引き｣に準じた点検支援ツールによる施設情報のデータ

の標準化、及び蓄積・可視化・共有化 
③ AIを活用した劣化要因分析（機能診断サービス）による機能診断の高度化、機能診断

情報の蓄積・可視化・共有化 
④ 開発技術のマニュアル作成、技術講習会の開催などによる土地改良区、地方公共団体

職員等の技術力支援 
 上記の個別の課題を踏まえ、今後の将来像として以下の３つの技術開発が必要であると考える。 

 
 図 5-1 ストックマネジメントの将来像 
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 具体的には、以下のような取り組みを進める必要があると考える。 
 
（１）ＵＡＶ計測による自律飛行手法の開発 
 人がアクセスできない農業水利施設等（ダムの洪水吐きや躯体の斜面、頭首工の建物や洪

水吐き、護岸・堤防など）を対象に、撮影箇所の特性などを調査・解析するとともに、画像

の解像度を安定させる軌道制御手法を開発する。また、従来の写真画像以外として熱赤外や

近赤外、レーザー計測のセンサーを搭載したシステムによる実証試験を行い、これらの計測

手法の目視観察や点検への活用方法を開発する。 
 
（２）情報可視化技術の開発 
 ＵＡＶで計測した画像を用いて、施設変状を高精度に可視化する３次元モデルを生成する

手法を開発し、変状抽出システムとクラウドシステムとして構築する。 
 
（３）情報蓄積技術の開発 

ＵＡＶで計測した画像やセンサーデータおよび３次元モデルや機能診断を行うためのデー

タをストックする仕組みを検討し、ストックマネジメントを支援するプラットフォームを構

築する。 
 
（４）インフラメンテナンス技術の高度化 

点検を実施した画像や３次元データをもとに、AI 手法を用いて、機能診断に必要な健全度

指標、劣化曲線などを推定する技術を開発する。 
 

（５）｢農業水利施設の機能保全の手引き｣の拡充 
本研究開発で整備した｢農業水利施設の機能保全の手引き｣をベースに、さらに具体的な撮

影手法や点検結果の検出方法を整理するとともに、その実用性を検証するために講習会など

を通じてその普及を図る必要がある。 
 

（６）技術力支援 
 ＵＡＶの撮影や三次元データは、広く普及しつつあるものの具体的に撮影やデータを取り

扱うには、基礎知識と作業ノウハウが必要となる。よって、講習会を実施する等の支援を行

うことが望ましい。 
 


