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CalSokを活用した河川堤防法面のモニタリング
〜地域実装支援により高度化する点検技術〜

B-10

インフラメンテナンスを取り巻く状況

インフラの老朽化に伴う維持管理の方法として、
ロボットやセンサなどの新技術の導入と活用が期
待されている。国土交通省が2014年に実施した「社
会インフラへのモニタリング技術の活用推進に関
する技術研究開発に係る公募」では、計測から分
析までを組み合わせたモニタリング技術の開発が
求められた。

その中の河川堤防分野において、「河川堤防を
効率的にモニタリングする技術」の採択を受け、
内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」の助成のもと、2014年～2016年までに開
発した技術が「大型除草機械によるモグラ（小動物）
穴の面的検出システム（以下、CalSok）」である。

一方、開発した技術を地域実装するために設立
されたのが地域実装支援チームであり、全国8ブ
ロックより拠点となる大学を選定している。

朝日航洋は、その拠点の一つである岐阜大学（岐
阜大学SIPプロジェクト）および国土交通省木曽
川上流河川事務所と連携し、地域への実装を目的
とし、揖斐川においてCalSokの有効性について
検証した。以下にその結果を報告する。

CalSokとは

CalSokとは、大型除草機械の後部に簡単に脱
着することができ、除草・集草作業と同時に法面
の地盤形状を計測することを目的として開発した
計測システムである。計測システムは、電源ユニッ
ト・データ収録ユニット、レーザスキャナ（2基）、
デジタルカメラ、GNSS/IMUで構成されている。
大きな特長は、除草・集草直後の堤防法面を至近
距離から計測することで、高密度の点群データを
取得できる点にある。本システムでは、モグラ（小
動物）穴、侵食（ガリ）等のミクロの変状から、はら
み出し、寺勾配※等のマクロの変状まで、幅広い
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表－1 センサ性能

図－1 CalSok

収録ユニット・IMU・電源ユニット  GNSSアンテナ  

レーザ設置高：1.1m  

GNSSアンテナ  

デジタルカメラ  

レーザスキャナ  

センサ 項目 スペック
発射点数※２台 57,000点/秒
計測可能距離 0.7m～80ｍ
照射角度 190度
反射強度データ 取得可
台数 ２台

デジタルカメラ 画素数
位置精度 2～5cm

Roll,Pitch精度 0.025度
Heading精度 0.08度

1.9Mpixel × 1台

レーザスキャナ

GNSS/IMU
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変状の検出を目的としている。大型除草機械の後
部に装着したCalSokを図−1、センサ性能を表−
1、全体性能を表−2に示す。

CalSokのこれまでの主な経緯

CalSokの研究開発から試行的導入および業務
受託に至るこれまでの主な経緯を表−3に示す。

揖斐川では、2017年6月、11月に変状が多い区
間として43.4～43.6kp（右岸、川裏のみ。以下、モ
ニタリング区間）を選定した。また2018年10月で
は、2時期の比較検証を目的として、2017年と同
区間の計測を実施すると共に、重要水防箇所（42.2
～42.6kp 右岸、川裏のみ）での有効性検証を目的
として、計2区間を対象に計測を実施した。計測位

置図を図−2に示す。

揖斐川における計測

2017年の揖斐川での計測が、CalSokの社会実
装への第一歩となったが、想定外の計測機器の故
障が発生した。原因としては、検証フィールドで
の使用環境下とは異なり、連日の除草・集草作業
に伴う計測であったため、これまで確認できなかっ
た除草機械本体の振動による計測機器への影響が
明らかとなった。そこで課題を解決すべく、架台
と計測システムに対する振動軽減対策を行った。

その結果、2018年6月の円山川での計測および
10月の揖斐川の計測では、いずれもほぼ故障は発
生することなく、安定した計測が可能となった。

また2018年度は、出水後の時期のみの計測で
はあるが、前述した目的以外に、除草・集草時の計
測による地盤形状の比較検証を行うため、除草・
集草作業において計測を実施した。

除草作業時（図−3）では、刈った直後の草がその
まま法面上に残った状態で計測することになるが、
集草作業時（図−4）では、刈草を前方のアタッチメ
ントで両側に除けながら計測するため、刈草の影
響を極力軽減した状態で計測することができる。

フィルタリング処理

計測後、図−5に示すフローに従ってデータ解
析を実施する。具体的には、計測データから三次

表－2 全体性能

表－3 これまでの主な経緯

図－2 試行的導入における計測区間

図－3 除草作業時の計測状況

図－4 集草作業時の計測状況

項目 スペック

全重量 45kg
（計測機器：35kg 、マウント：10kg）

消費電力 120W

点密度 約10,000点/㎡
オルソ解像度 1mm

位置精度 水平：8cm 、標高：15cm

データ容量 約15GB／hour

国土地理院 
シームレス空中写真 

右岸 43.4～43.6kp川裏

右岸 42.2～42.6kp 川裏

※はらみ出し・寺勾配1）

堤体の自重による圧密沈下や飽和度の高い堤体の変形など
によって生じる法面の凸面状の変形。「はらみ出し」の上部は
凹面状の「寺勾配」になる。

年　　度 内　　　容

2014～2016年 内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」
助成における研究開発（阿賀川）
SIP地域実装支援チームとの連携による揖斐川におけ
る2時期（6月、10月）での試行導入

円山川における2時期（6月、11月）での試行導入

国土交通省国土技術政策総合研究所より業務受託

NETIS登録（7月、NETIS番号：KT-180041-A）

SIP地域実装支援チームとの連携による揖斐川におけ
る2年目（10月）での試行導入

円山川における2年目（6月、11月）での試行導入

公益財団法人 河川財団より業務受託

2017年

2018年
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元データを作成後、周囲と比較して極端に標高が
低い点、周囲の植生等の影響を除去し、オリジナ
ルデータを作成する。またオリジナルデータに対
しては、一定のメッシュ間隔で自動フィルタリン
グ処理を行い、刈草の影響を極力除去し、地盤形
状データ（グラウンドデータ）を作成する。

自動フィルタリング処理時におけるパラメータ
としては、1回の走行で得られる計測データの幅（以
下、刈幅）とメッシュ間隔が重要となる。これまで
の試行計測のデータに対して処理した結果より、
現時点の最適なパラメータ値は、刈幅を5m（除草
機が通過する範囲は約1.85m）、メッシュ間隔を
5cmとした場合が最も刈草の影響を軽減できる
ことが分かっている。そこで今回の除草・集草後
のデータそれぞれに対し、上記パラメータを設定
の上、フィルタリング処理を実施した。

陰影図による比較

除草・集草後のデータを比較するため、データ
の凹凸を明瞭に表現することが可能な陰影図を作
成した。除草・集草後の陰影図を図−6、7に示す。　

除草作業時の計測データ（図−6）には、刈草の
影響が残ってしまうが、集草作業時の計測データ

（図−7）には、刈草の影響が極力軽減されている。
また図−8は、図−6、7の横断線に沿って作成

した横断データの比較であるが、除草後のデータ
には刈草による凹凸が明瞭であり、最終的なデー
タ品質にも影響があることが分かる。

陰影図 は、一般的 に 広 く 使用 さ れ て お り、
CalSokによる計測結果も視覚的に分かりやすく
表現できることから、標準的に作成する一つの画
像データとして位置付けている。

陰影図が変状を詳細に捉えている事例として、
2017年6月の計測データから作成した陰影図を
図−9に示す。図に示すように、計測時に確認され
たモグラ塚の状況が明瞭に表現されているのが分
かる。このように、陰影図は特に法面上の侵食（ガ
リ）、小動物の穴など、ミクロの変状を捉えるのに
適した画像データであることが分かる。

繰返し段彩図による変状箇所の把握

変状箇所を把握する別の表現として、繰り返し
段彩図の活用も有効である。2018年10月の集草
時に計測した重要水防箇所のデータから作成した
繰り返し段彩図の一部を図−10に示す。図より、
はらみ出しと思われる変状があることが分かる。
この変状が河川カルテに記載されるべき変状かど
うかは別としても、今後、定期的に計測を行い、変

図－5 フィルタリング処理フロー

図－6 除草時の計測データによる陰影図

図－7 集草時の計測データによる陰影図

図－8 横断図における除草・集草時のデータ比較

図－9 陰影図上に明瞭に表現されたモグラ塚
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状の進行度をモニタリングする必要性は十分にあ
ると考える。

このように現地でも目視で確認することが困難
なマクロ変状（はらみ出し、寺勾配等）も繰り返し
段彩図を利用することで容易に確認することが可
能となる。

変状の進行度を可視化

堤防法面における変状の進行度を把握するには、
標高差に応じて色分けする段彩図が有効である。
そこでモニタリング区間における今年度と昨年度
の差分から作成した堤防差分図を図−11に示す。

この1年間で特に大きな変化は確認できなかっ
たが（図−11）、変化の有無を段彩図から容易に把
握することができる。従って、堤防差分図による
確認には有効性があると判断することができる。

自動処理による変状箇所抽出の高度化

表現方法の工夫による堤防変状の確認だけでな
く、変状箇所抽出の高度化として、変状種別・規模
に応じて設定したパラメータ制御による自動処理
手法を考案した。これまでの試行計測のデータか
らパラメータ値を設定し、自動抽出処理を繰り返
し検証した。その結果、現時点では、一定の成果は
得られているものの、細かい変状まで抽出するた

め、重要な変状が分かりにくい、またはある河川
で設定したパラメータ値が、他の河川でも適用で
きるかどうか等、検証すべき課題も多いことから、
今後も検証を継続する必要がある。

AR技術によるデータ利用の高度化

現地での変状箇所を容易に特定するため、朝日
航洋で独自に開発したAR技術（特許出願中）によ
るデータ利用の高度化にも取り組んでいる。

スマートフォンまたはタブレットのカメラ画像
上に、変状ごとの色付き点群データを表示するこ
とで、現地における変状箇所把握の有効性につい
て検証中である（図−12）。

今後の展望

揖斐川におけるCalSokの公開フィールド試験
等では、多くのご意見を頂いた。特に将来的な防災・
減災へ貢献できるデータを見据え、重要水防箇所
等の計測を行い、アーカイブとしてデータを蓄積し、
必要に応じて解析を行うといった、今後の方向性
についても貴重なご意見を頂いた。多くの方々に
活用して頂けるよう、今後も普及に向けて取り組
む所存である。

【参考文献】
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年6月、p.50
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Tel：049-256-7862、Fax：049-246-7299
E-mail：masataka-shirai@aeroasahi.co.jp

図－10 繰り返し段彩図による堤防変状の把握

図－11 堤防差分図による変状進行度の把握

図－12 スマートフォンのカメラ上の点群データ
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